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〔ご注意〕

①「開所時間(保育短時間)」の欄の時間設定

  によっては、延長保育料が発生する場合が

  あります。

②「実費徴収の主な内容」の欄は、記載され

  た内容以外のものもありますので、詳しく

  は各施設までお問い合わせください。

③当該年度の4月1日で3歳を迎えている1号認

　定の子どもは、新2号認定を受けることで一

　時預かり（幼稚園型）の利用料が無償化の

　対象となる場合があります。

■認定こども園（幼保連携型）

〔目次〕 

   （教育・保育施設等の施設形態別）



（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■土・日・祝日 ■長期休暇 □日・祝日 ■年末年始

■振替日 □その他 □振替日 □その他

ふりがな しゃかいふくしほうじん　わかみやふくしかい

法人等名称 社会福祉法人　若宮福祉会　

ふりがな すばるこどもえん

施設名称・形態 すばるこども園 幼保連携型認定こども園

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－００４１）  日田市竹田新町２番１４号

電話番号 ２４－３１６５ 園長の氏名

FAX番号 ２４－３１８０ さがら　みさこ

HPアドレス https://subarukids.com/ 相良　美砂子

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 金曜日 月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日 7：00～9：00 9：00～15：00 15：00～18：00

土曜日・長期休暇 一時預かり（幼稚園型）　7：00～18：00

登園時間 教育・保育時間 延長保育

休園日

１号 ２号・３号

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：00～9：00 7：00～18：00 18：00～19：00

月～土曜日 7：00～9：00 標準時間のうち8時間 保育短時間終了～19：00

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

２５人  ５２人  ６８人  １４５人  

□ 病児・病後児保育事業

■ 障害児保育事業（特別支援） 7：00 ～ 18：00

その他事業等

の実施状況

■ 一時預かり事業（一般型）

平日  7：00 ～ 18：00のうち８時間

土曜日  7：00 ～ 18：00のうち８時間

■ 休日保育事業 8：30 ～ 17：30

□ 送迎バス運行事業

実費徴収内容

（給食費）

１号 主食費 840円/月 副食費 3,780円/月

２号 主食費 1,000円/月 副食費 4,500円/月

実費徴収内容

保護者会費 300円/月

給食費（一時預かり） 220円/日

卒園アルバム代（5歳児） 14,000円/年

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

施設の主な特徴

　本園は日田市の中心部に位置し、通園しやすい環境にあります。

　十分な広さをもった保育室や木の香り漂う多目的ホールがあり、

様々な行事に利用しています。園庭は、全天候型、雨の中でも遊ぶ

ことができます。

　ろ過機完備のプールがあり、３歳以上の園児は思い切り水遊びを楽しむ

ことができます。

施設の運営方針

　地域に根差した幼保連携型認定こども園としてすべての子どもたちに充

実した教育と保育を提供します。また、教育・保育を一体的に行う機能を

生かした幼児施設とし、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」に基

づき、心身の調和的発達を図ります。

教育・保育の理念

１人ひとりの個性を大切にした教育・保育を行い、生きる力の基礎を育成

します。

教育・保育の目標

１　興味や関心をもとにした直接的具体的な体験を重ね、心身の調和の

　　取れた発達の基礎を養います。

２　多様な経験や人との関わりを通して、自発性や自己肯定感を

　　育みます。

３　自然や社会などの事象に積極的に関わろうとする意欲や態度を育て、

　　豊かな感性や思考力・表現力などの基礎を培います。

〈めざす子どもの姿〉

　〇好奇心旺盛で、しっかり遊び、意欲的に活動する子ども

　〇自分も友だちも大切にする　思いやりのできる子ども

　〇自分で考え行動し、最後までやり遂げる子ども

　〇人の話をしっかり聞き、自分の思いを表現できる子ども

教育・保育の内容

〇幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき、「健康支援」「衛生

　管理」「安全対策」「小学校との連携」「地域家庭との交流」などの各

　領域について、目標を設定し、教育・保育計画を立案し、発達に沿った

　教育・保育を行います。

〇外部講師による「英語」「書道」「体操」指導を通して、外国の言葉や

　文化への興味関心の向上・伝統の継承や健やかな体作りを行います。

〇自園の畑での野菜栽培やクッキング、旬の野菜に触れる活動を通して、

　「食」への興味関心を高め、食べることの楽しさを体感します。

子育て支援事業

の内容

①随時→電話等による相談

②週１回→毎週木曜子育て相談を開催

③月１回→毎月１９日食育の日に給食体験を実施（有料）

④年６回程度→子育て支援講演会及び相談会、子育て家庭の交流会

⑤園行事→体験保育「すばる広場」を開催

⑥若宮子育てサロンと連携した子育て家庭の交流会及びイベント
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■土・日・祝日 ■長期休暇 ■日・祝日 ■年末年始

■振替日 ■その他 ■振替日 ■その他

ふりがな がっこうほうじん　かわのがくえん

法人等名称 学校法人　河野学園

ふりがな にんていこどもえん　みどりがおかだいにようちえん

施設名称・形態 認定こども園　緑ヶ丘第二幼稚園 幼保連携型認定こども園

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－１２３４）  日田市天神町１４５番地

電話番号 ２２－４５５０ 園長の氏名

FAX番号 ２６－３３５５ かわの　たかし

HPアドレス http://www.midorigaoka.com/ 河野　孝

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 金曜日 月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日 7：30～9：00 7：30～14：30 14：30～18：30

土曜日・長期休暇 一時預かり（幼稚園型）　7：30～18：30

登園時間 教育・保育時間 延長保育

休園日

１号 ２号・３号

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：30～9：00 7：30～18：30 ー

月～土曜日 7：30～9：00 7：30～15：30 15：30～18：30

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

８５人  ４０人  ５０人  １７５人  

□ 病児・病後児保育事業

■ 障害児保育事業（特別支援） 7：30 ～ 18：30

その他事業等

の実施状況

□ 一時預かり事業（一般型）

平日

土曜日

□ 休日保育事業

■ 送迎バス運行事業

実費徴収内容

（給食費）

１号 主食費 700円/月 副食費 2,450円/月
1号認定児童で新2号認定

に該当される場合は副食

費が3,150円となります。２号 主食費 1,000円/月 副食費 4,500円/月

実費徴収内容

ＰＴＡ会費（全世帯） 400円/月 アルバム積立（5歳児～3月）

月刊絵本代（2歳以上児） 400円前後/月

バス遠足積立（全世帯～10月） 1,000円/月

1,000円/月

送迎バス運行費（2歳以上児片道）
1,500円/月

送迎バス運行費（2歳以上児往復）
3,000円/月

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

教育・保育の内容

  ① 基本的な生活習慣の徹底に努めます。

  ② 入園から卒園までの子どもの実態の把握に努め、一人ひとりに応じた

     的確な教育にあたります。

  ③ 物的環境・人的環境のより一層の充実を図ります。

  ④ 自然体験を多く取り入れ、命の大切さに気づかせます。

  ⑤ 行事の意義を考え、それらの体験を通して達成感・充実感・あるいは

     協調性を培います。

  ⑥ 保育者同士の連携を密にし、園内研修に努めます。

  ⑦ 家庭・園・地域の三位一体の力の向上に努めます。

子育て支援事業

の内容

  ① 毎週水曜日→子育て支援＆園開放「みどりっこクラブ」

                 開催10：00～11：30

  ② 毎週月・水・金→子育て等に関する相談・関係機関紹介（事前予約制）

  ③ 年2回→教育講演会（外部講師招へい）

  ④ 随時→園の行事公開（運動会、お遊戯会、夏祭り、クリスマス会など）

  ⑤ 随時→地域交流会（地域子育てサロンへの参画、病院などの表敬訪問）

  ⑥ 随時→地域の祭りや文化祭等への園庭解放

施設の主な特徴

　平成30年6月に新園舎が落成いたしました。新しい園舎は、木造平屋建

てで、緑あふれる中庭を取り囲むように各居室が配置されており、どこに

いても気持ちの良い風を感じることができます。また、木造の良さを生か

すために可能な限り木の表情が現れるように設計されています。とりわけ

専用ホールではダイナミックな木構造が天井にそのまま表現された大空間

となっており、子どもたちのエネルギー溢れる活動が展開されていくこと

でしょう。ぜひ一度ご来園ください。お待ちしております！

  子どもたちは集団生活での遊びを通して様々なことを学んでいきます。

目をきらきらと輝かせ、友だち大好き、虫や動物大好き、泥んこ大好き、

そんな　子どもに育って欲しいと願っています。

  当園では、「1．基本的な生活習慣をしっかりと身につけること」、

「2．豊富な自然体験や基礎体力の向上」、「3．子ども同士の関わり合い

の中から考える力を育んでいくこと」を特に大切にしています。

施設の運営方針

  「すべての子どもの最善の利益のために」の基本理念のもと、心身の調

和的発達を促し、基本的生活習慣の育成を進め、集団への参加と自主協調

の態度を養いながら、子どもらしい表現によって、生きる力の基礎を培う

保育に取り組んでいきます。

教育・保育の理念

  遊び・学ぶ・体験が子どもの栄養源！

    ～遊びいっぱい、感動いっぱい、こころを育む　みどりっこ～

教育・保育の目標

  乳幼児期の育ちは、生涯における人格形成の基盤となるものです。そこ

で、乳幼児期の子どもに大切な「遊び」「学び」「体験」を通して“生き

る喜び”を感じさせ、様々な物事に対応できる“生きる力”を育みます。

そのためには、一人ひとりの個人差・環境差・生育歴等に十分配慮する、

一日一日の生活を大切にすることを通し、「認定こども園」として教育・

保育を一体的に行う機能を生かしながら、知・情・意・体の基本的な教

育・保育の徹底を図ります。
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■土・日・祝日 ■長期休暇 ■日・祝日 ■年末年始

□振替日 □その他 □振替日 □その他

ふりがな しゃかいふくしほうじん　りょうまのもり

法人等名称 社会福祉法人　龍馬の森

ふりがな ひまわりにんていこどもえん

施設名称・形態 ひまわり認定こども園 幼保連携型認定こども園

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－００２６）  日田市田島本町５番１１号

電話番号 ２２－３３０６ 園長の氏名

FAX番号 ２３－２６０４ はしもと　ひさこ

HPアドレス http://www.hita-himawari.com/ 橋本　比早子

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 金曜日 月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日 7：00～9：00 9：00～14：30 14：30～18：00

月～土曜日:設定1 8：30～ 8：30～16：30

保育短時間終了～18：30

月～土曜日:設定2 9：00～ 9：00～17：00

土曜日・長期休暇 一時預かり（幼稚園型）　9：00～18：00

登園時間 教育・保育時間 延長保育

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：00～9：00 7：00～18：00 18：00～18：30

 9：00 ～ 17：00のうち８時間

土曜日  9：00 ～ 17：00のうち８時間

□

□ 送迎バス運行事業

休園日

１号 ２号・３号

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

１５人  ２８人  ４２人  ８５人  

実費徴収内容

（給食費）

１号 主食費 700円/月 副食費 3,150円/月
1号認定児童のおやつは副

食費に含まれます。

その他事業等

の実施状況

２号 主食費 1,000円/月 副食費 4,500円/月

休日保育事業

□ 病児・病後児保育事業

■ 障害児保育事業（特別支援） 7：00 ～ 18：00

■ 一時預かり事業（一般型）

平日

8：00より

早朝預か

り

※教育標

準時間・保

育短時間

の方も対

実費徴収内容

一時預り（給食費） 220円/日 保護者会費

バス遠足積立代 500円/月

制服・体操服代（3歳以上児） 26,000円

400円/月

絵本代 430円/月 スイミング（4・5歳児） 770円/回

教材費 500円/月

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

教育・保育の内容

・毎日の生活の中で「良い習慣」と「礼節」を育てます。

・美しい「ことば」「すがた・かたち」「ふるまい」を養います。

・百人一首や論語などで豊かな国語力を身に付けます。

・合気道・体操教室などで「からだ」と「やる気」を育てます。

子育て支援事業

の内容

 ① 第4木曜日→園庭解放

 ② 第1・第3木曜日→子育て等に関する相談・援助（電話相談は随時）

 ③ 月1回→リトミック

 ④ 月1回→絵本の読み聞かせ

 ⑤ 月1回→合気道（体操）

 ⑥ 行事への参加（クリスマス会・ひなまつり会等）

 ⑦ 毎週月曜日～土曜日→一時預かり事業（一般型）の実施

施設の主な特徴

　昭和28年にひまわり保育園として設立され「家庭的な雰囲気の中で一人一

人の子供を大切に」をモットーに多くの子どもを保育してきました。

  平成22年に2階建ての新園舎となり、各階とも仕切りなしのワンフロアー

の中で、午前中の年齢別教育以外は、異年齢児が交わって一緒に遊んでいま

す。

  市の中心部にありながら環境に恵まれ、藤蔭高校、若八幡に囲まれ、特に

前の児童公園は、毎朝のランニングなどにも活用されています。

施設の運営方針

・家庭的な雰囲気の中で一人一人を大切に保育します。

・義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子ども

 に対する教育,並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行

 います。

・子どもの健やかな成長が図られるよう、保護者とともに協力して行いま

 す。

教育・保育の理念

　園における生活全般を通じて、社会の形成者として必要な資質を備えた心

身ともに健康な国民の育成を期します。

教育・保育の目標

・基本的な生活習慣を養い、身体・言語機能の調和的な発達を図ります。

・集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度と協同の精神を養いま

 す。

・自主自立の精神並びに規範意識の芽生えを養います。
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■土・日・祝日 ■長期休暇 ■日・祝日 ■年末年始

□振替日 □その他 □振替日 □その他

ふりがな しゃかいふくしほうじん　おおつるふくしかい

法人等名称 社会福祉法人　大鶴福祉会

ふりがな れいわこどものもり

施設名称・形態 令和こどもの森 幼保連携型認定こども園

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－００７６）  日田市亀川町３５１番１

電話番号 ２５－５５００ 園長の氏名

FAX番号 ２５－５５６６ くろき　かずひこ

HPアドレス https://reiwakodomonomori.jimdofree.com/ 黒木　一彦

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 金曜日 月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日 7：30～9：00 9：00～14：30 14：30～18：30

土曜日・長期休暇 一時預かり（幼稚園型）　7：30～18：30

登園時間 教育・保育時間 延長保育

休園日

１号 ２号・３号

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：30～9：00 7：30～18：30 18：30～19：00

月～土曜日 7：30～9：00 7：30～18：30のうち8時間 保育短時間終了～18：30

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

１５人  １５人  １５人  ４５人  

□ 病児・病後児保育事業

■ 障害児保育事業（特別支援） 7：30 ～ 18：30

その他事業等

の実施状況

■ 一時預かり事業（一般型）

平日  7：30 ～ 18：30のうち８時間

土曜日  7：30 ～ 18：30のうち８時間

□ 休日保育事業

□ 送迎バス運行事業

実費徴収内容

（給食費）

１号 主食費 700円/月 副食費 3,150円/月

２号 主食費 1,000円/月 副食費 4,500円/月

実費徴収内容

保護者会費 300円/月

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

教育・保育の内容

  「遊び」を保育の中心に据え、遊びを通して「学ぶ力」「社会性／協調

性」「体づくり」「創造する力」を育みます。

  その際、「養護（生命の保持・情緒の安定）」と「教育（健康・人間関

係・環境・言葉・表現）」のそれぞれにねらいを設けた具体的な計画を基

に、見通しを持った教育・保育を行います。

子育て支援事業

の内容

　① 園庭開放（集いの広場）：随時

  ② 子育て相談：随時

  ③ 一時預かり事業（一般型）の実施：毎週月曜日～土曜日

  ④ 地域主催の子育てサロンへの参画：年1回以上

施設の主な特徴

  (福)大鶴福祉会が令和2年4月から新たに開設したこども園です。そのた

め、白毫こども園とは姉妹園となります。「共に生き、共に育ちあう」とい

う教育・保育理念のもと子どもたちの「生きる力」を育む教育・保育を行い

ます。

　また、地域の関係機関と連携し、年2回の世代間交流も行っています。認

定こども園の為、保護者の就労形態にかかわらず、等しく教育・保育を提供

することができます。

施設の運営方針

　多彩な教育活動や集団生活を通して、たくましい身体づくりと確かな学力

の基礎を育みます。

教育・保育の理念

　「共に生き、共に育ちあう」を教育・保育理念とし、子どもがありのまま

にいて安心でき、健やかな成長の手助けとなれるよう支援します。

教育・保育の目標

　1．明るい子

  2．心豊かな子

  3．たくましい子

  一人ひとりの子どもを大切に、自然との触れ合いを多く持ち、心豊かに育

てます。また、行事を通して地域との交流を行い、保護者・地域の人々に支

えられながら、共に育ちあう園生活を作ります。
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■土・日・祝日 ■長期休暇 ■日・祝日 ■年末年始

■振替日 ■その他 □振替日 □その他

ふりがな しゃかいふくしほうじん　おおつるふくしかい

法人等名称 社会福祉法人　大鶴福祉会

ふりがな びゃくごうこどもえん

施設名称・形態 白毫こども園 (令和こどもの森分園） 幼保連携型認定こども園

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－１１０４）  日田市大鶴本町８６１番地１

電話番号 ２８－２９０２ 園長の氏名

FAX番号 ２８－２９１５ すきがら　ひろよし

HPアドレス  https://byakugou.jimdofree.com/ 鋤柄　洋嘉

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 金曜日 月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日 9：00 9：00～14：30 14：30～18：30

土曜日・長期休暇 一時預かり（幼稚園型）　7：30～18：30

登園時間 教育・保育時間 延長保育

休園日

１号 ２号・３号

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 9：00 7：30～18：30 18：30～19：00

月～土曜日 9：00 7：30～18：30のうち8時間 保育短時間終了～18：30

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

９人  ５人  ５人  １９人  

□ 病児・病後児保育事業

■ 障害児保育事業（特別支援） 7：30 ～ 18：30

その他事業等

の実施状況

■ 一時預かり事業（一般型）

平日  7：30 ～ 18：30のうち８時間

土曜日  7：30 ～ 18：30のうち８時間

□ 休日保育事業

■ 送迎バス運行事業 7：30 ～ 18：30

実費徴収内容

（給食費）

１号 主食費 700円/月 副食費 3,150円/月

２号 主食費 1,000円/月 副食費 4,500円/月

実費徴収内容

保護者会費 300円/月

送迎バス運行費 3,000円/月・世帯

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

教育・保育の内容

  「遊び」を保育の中心に据え、遊びを通して「学ぶ力」「社会性／協調

性」「体づくり」「創造する力」を育みます。

  その際、「養護（生命の保持・情緒の安定）」と「教育（健康・人間関

係・環境・言葉・表現）」のそれぞれにねらいを設けた具体的な計画を基

に、見通しを持った教育・保育を行います。

子育て支援事業

の内容

　① 園庭開放（集いの広場）：随時

  ② 子育て相談：随時

  ③ 子育て講座：（1）ベビーマッサージ：毎週月曜日

  　 　　　      （2）学識者による講演会：年1回以上

  ④ 一時預かり事業（一般型）の実施：毎週月曜日～土曜日

  ⑤ 地域主催の子育てサロンへの参画：年1回以上

施設の主な特徴

  大分県内一小さな幼保連携型認定こども園の分園として、家庭的な雰囲気

を大切にしながら、大鶴という恵まれた自然環境を最大限生かした豊かな野

外活動の中で、子どもたちの「生きる力」を育む教育・保育を行っていま

す。

  また、大明小中学校をはじめ、老人クラブ、社会福祉協議会など、地域の

関係機関との世代間交流にも力を入れています。

  平成27年度からは幼保連携型認定こども園に移行し、保護者の就労形態に

かかわらず、等しく教育・保育を提供することができるようになりました。

  また、子育て支援事業を通じて、地域の子育て家庭のあらゆるニーズに対

応できるよう体制を整えています。

施設の運営方針

　大鶴の大自然の中で、仏教精神をもって子どもたちを教育し、心身共に健

全な社会人としての人格形成の基礎を育成します。

  また、多彩な教育活動や集団生活を通して、たくましい身体づくりと、

「白毫」の名のとおり、自らが輝き、将来の道筋を照らし出すための確かな

学力の基礎を育みます。

教育・保育の理念

　「共に生き、共に育ちあう」を教育・保育理念とし、子どもがありのまま

にいて安心でき、健やかな成長の手助けとなれるよう支援します。

教育・保育の目標

　1．明るい子

  2．心豊かな子

  3．たくましい子

  一人ひとりの子どもを大切に、自然との触れ合いを多く持ち、心豊かに育

てます。また、行事を通して地域との交流を行い、保護者・地域の人々に支

えられながら、共に育ちあう園生活を作ります。
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（ ）

（１号認定）

＊7:00～8:00早朝預かりあり

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

＊7:00～8:00早朝預かりあり

■土・日・祝日 ■長期休暇 ■日・祝日 ■年末年始

■振替日 ■その他 □振替日 ■その他

ふりがな しゃかいふくしほうじん　ほうりんがくえん

法人等名称 社会福祉法人法輪学園

ふりがな こどもえんるんびにい

施設名称・形態 こども園るんびにい 幼保連携型認定こども園

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－１２３１）  日田市財津町３１４４番地３

電話番号 ２４－９０９１ 園長の氏名

FAX番号 ２４－９７０１ いわはし　のりひこ

HPアドレス http://www.lumbinii.or.jp 岩橋　法彦

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 金曜日 月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日 8:00～9:00 9：00～15：30 15：30～18：00

土曜日・長期休暇 一時預かり（幼稚園型）　9：00～18：00

登園時間 教育・保育時間 延長保育

休園日

１号 ２号・３号

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：00～9：00 9：00～18：00 18：00～18：30

月～土曜日 7：00～9：00 9：00～17：00 17：00～18：30

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

１５人  ３９人  ４１人  ９５人  

□ 病児・病後児保育事業

■ 障害児保育事業（特別支援） 8：30 ～ 18：00

その他事業等

の実施状況

■ 一時預かり事業（一般型）

平日  8：30 ～ 17：00のうち８時間

土曜日  8：30 ～ 17：00のうち８時間

□ 休日保育事業

□ 送迎バス運行事業

実費徴収内容

（給食費）

１号 主食費 700円/月 副食費 3,150円/月

２号 主食費 1,000円/月 副食費 4,500円/月

7:00より早

朝預かり

※教育標

準時間・保

育短時間

の方も対

象です

実費徴収内容

保護者会費 600円/月

こども会費 600円/年２回

給食費一時預かり 220円/日

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

教育・保育の内容

 ０歳から就学前の連続性を大切に教育・保育を行っていきます。「身体つ

くり」「食」「仏教保育」の３本柱を基本とし、生きる力を育てています。

特に、０歳からの意欲的な食べさせ方からスタートすることで、色々な事に

興味を持ち、自らやりたい気持ち、達成感を感じられる保育となっていま

す。いくつになっても輝いていける人となって欲しいと思います。また、仏

教保育を取り入れる中で、慈悲・精進・智慧に満ちた子どもたちを育てるこ

とを目標としています。

子育て支援事業

の内容

 ① 子育て支援日　毎月第4木曜日　園庭解放

 ② 子育てサロン　年4回三花公民館で地域の子育て家庭への遊びを提供

 ③ パネルシアター、ピアノコンサート等随時開催

 ④ 一時預かり事業の実施

 ⑤ 園内活動通信を地域へ発信

施設の主な特徴

こども園るんびにいは、花月川と龍体山という自然に囲まれた緑豊かな場所

に位置しています。地域の自然を思う存分四季折々に体験しています。園庭

にはかまど小屋があり、季節の食材を使ったかまどでの調理やごはん炊き体

験をしながら楽しく食に取り組み、身体の健康と生きる力の基礎づくりをし

ています。給食は食材にこだわり、できるだけ添加物が少ない調味料を使用

し、乾物や野菜を沢山使ったメニューを提供しています。

施設の運営方針

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に

基づいて、心身ともに健やかに育成されるよう乳幼児期の教育・保育を行う

ほか、満3歳以上の子どもに対し幼保連携型認定こども園教育・保育要領に

揚げる目標が達成されるよう、教育を行うことを目的とします。

教育・保育の理念

・子どもの最善の利益を第一に考えます

・環境を通して生活全体が豊かなものとなるよう教育と保育を行います

・家庭や地域と連携します

教育・保育の目標

　いろいろな活動や遊びを通して、伸び伸びすくすくと成長出来るように教

育及び保育を行います。

・やさしい心　　　「慈悲」

・挑戦する子ども　「精進」

・考える子ども　　「智慧」
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■土・日・祝日 ■長期休暇 ■日・祝日 ■年末年始

□振替日 □その他 □振替日 □その他

ふりがな しゃかいふくしほうじん　みそらかい

法人等名称 社会福祉法人　みそら会

ふりがな みそらこどもえん

施設名称・形態 みそらこども園 幼保連携型認定こども園

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－００８８）  日田市大字小迫字中村７４-２

電話番号 ２３－００１１ 園長の氏名

FAX番号 ２３－０２９０ いけなが　しおみ

HPアドレス https://www.misorahoikuen.com/ 池永　潮海

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 金曜日 月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日 7：30～9：00 7：30～14：30 14：30～18：30

土曜日・長期休暇 一時預かり（幼稚園型）　7：30～18：30

登園時間 教育・保育時間 延長保育

休園日

１号 ２号・３号

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：30～9：00 7：30～18：30 18：30～19：00

月～土曜日 7：30～9：00 7：30～17：30のうち8時間 保育短時間終了～18：30

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

１５人  ６０人  ６０人  １３５人  

□ 病児・病後児保育事業

■ 障害児保育事業（特別支援） 7：30 ～ 18：30

その他事業等

の実施状況

■ 一時預かり事業（一般型）

平日  8：30 ～ 17：30のうち８時間

土曜日

□ 休日保育事業

□ 送迎バス運行事業

実費徴収内容

（給食費）

１号 主食費 800円/月 副食費 3,600円/月
主食・副食費は月～金（月

額）、土曜日は実費徴収

（おやつ代含む）２号 主食費 800円/月 副食費 3,600円/月

実費徴収内容

保護者会費 600円/月 体操帽子(0歳以上）

スイミング代（4.5歳児） 600円/月(月1回） 冬制服上(3歳以上） 4,600円程度

1,000円程度

行事用積み立て(５歳児） 2,000円/月 バック(2歳以上） 3,500円程度

絵本代(1～5歳児） 450円程度/月 夏制服上下(3歳以上） 3,000円程度

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

教育・保育の内

容

・身体が元気であっても情緒が安定していないと、いきいきと活動することはでき

ません。また、乳幼児期は、人間としての成長を支える「根っこ」の部分にあたり

ます。健康的でのびのびと活動するために、保育教諭や友達との間に信頼関係を築

きます。

・他の人々や動植物との親しみを、支え合って生活する中で人権を大切にする心を

育て、自主協調の態度を養い、道徳性の芽生えを培います。

・周囲の様々な環境に好奇心や探究心を持って関わり、それらを生活に取り入れて

いこうとする力を養います。

・経験したことや考えたことを自分なりの言葉で表現し、相手の話を聞こうとする

意欲や態度を育て、言葉に対する感覚や言葉で表現する力を養います。

・感じたことや考えたことを自分なりに言語・音楽・絵画・造形などで表現するこ

とを通して、豊かな感性や表現する力を養い、創造性を豊かにします。

・自然環境や生活の中で調和のとれた感謝生活ができる子、「ありがとう」「ごめ

んなさい」が素直に言えるように導きます。

子育て支援事業

の内容

・おやこカフェ（第2水曜日）　　・月1回園庭解放（5月より第4木曜日）

・随時園庭解放（要電話連絡） 　・光岡子育てサロンへ出前保育(年2回）

・子育て講演会（年2回）　　　　・一時預かり事業（一般型）の実施

・園行事（ふれあい盆踊り・みそらniceday）への参加案内

・子育て電話相談（月曜日～金曜日　10時～16時）

施設の主な特徴

小川が流れるトンネルのある築山や木製の三段砂場・ハイジブランコ・丸太

のラビリンスでダイナミックに遊べる第1園庭、広い第2園庭、園の山では、

自然体験を楽しみます。室内ではロフトやゾーンに分かれて集中して遊びま

す。4,5歳児は外部講師による英会話（選択制）、体操やスイミングに取り

組みます。バイキング形式の食事、野菜の栽培、クッキングなど食育も盛ん

です。送迎に便利な広い駐車場も完備しています。職員は、多くの研修に参

加し質の高い教育・保育内容の実践、保護者支援に取り組んでいます。

施設の運営方針

幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき、「子ども主体の保育」「異年齢

児保育」「食育」「木育」を柱として教育・保育を行います。

・ここは子ども達の現在（いま）を支え未来を生きる力を育む施設です。

・ここはお母さんの「迷い」「弱さ」「心細さ」を受け止め、子育ての喜びと感動

を提供していく施設です。

・ここは人と人とのつながりを大事にし地域社会の絆づくりを目指す施設です。

教育・保育の理念

　「幸福な社会人となる基礎を築く」

私たちが願っている幸福とは、頭が良いとかお金持ちであるとか社会的地位が高いとかとい

う意味でなく、社会の中にあって他人の権利と自由を尊重し、自分自身の自由を持ち、調和

のとれた感謝生活のできる人、将来社会人になったときにそのような人間に成長しているよ

うに、現在はその基礎を培います。

教育・保育の目標

幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づく「全体的な計画」を作成

し、0歳児から5歳児までの発達に添った教育・保育内容、小学校との連携、

食育活動、保健活動、地域との連携、協働を行います。

  ・いきいきと遊ぶ子　　　　　　 ・思いやりのある子

  ・環境に働きかける子　　　　　 ・自分の気持ちや考えを伝えられる子

  ・創り出す子　　　　　　　　　 ・感謝する子
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■土・日・祝日 ■長期休暇 □日・祝日 ■年末年始

■振替日 ■その他 ■振替日 ■その他

ふりがな しゃかいふくしほうじん　ちのしおかい

法人等名称 社会福祉法人　地の塩会

ふりがな ひかりこどもえん

施設名称・形態 ひかりこども園 幼保連携型認定こども園

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－００２５）  日田市田島２丁目１２番８号

電話番号 ２３－９０２５ 園長の氏名

FAX番号 ２３－９０６８ うちだ　まき

HPアドレス http://www.chinoshiokai.com/ 内田　眞紀

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 金曜日 月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日 7：30～9：00 9：00～14：30のうち4時間 教育標準時間終了～18：30

土曜日・長期休暇 一時預かり（幼稚園型）　9：00～17：00

登園時間 教育・保育時間 延長保育

休園日

１号 ２号・３号

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：30～9：00 7：30～18：30 18：30～19：00

月～土曜日 7：30～9：00 7：30～18：30のうち8時間 保育短時間終了～19：00

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

1５人  ５１人  ５９人  １２５人  

□ 病児・病後児保育事業

■ 障害児保育事業（特別支援） 7：30 ～ 18：30

その他事業等

の実施状況

■ 一時預かり事業（一般型）

平日  7：30 ～ 18：30のうち８時間

土曜日

■ 休日保育事業 8：30 ～ 17：30

□ 送迎バス運行事業

実費徴収内容

（給食費）

１号 主食費 700円/月 副食費 3,150円/月
1号認定児童でおやつを食

べる場合は別途料金がかか

ります。２号 主食費 1,000円/月 副食費 4,500円/月

7:30より早

朝預かり

※教育標

準時間・保

育短時間

の方も対

象です

実費徴収内容

保護者会費 500円/月 給食費（一時預かり）

ことば遊び絵本代（3～5歳） 530円/月 副食費（1号）(月～金） 3,150円/月

副食費（2号）(月～土） 4,500円/月

220円/日

卒園アルバム代 100円/月 主食費（1号）(月～金） 700円/月

バス遠足積立有り 概ね600円/月 主食費（2号）(月～土） 1,000円/月

  ・施設は市の中心地にあり、近くに市役所、小・中・高等学校、児童

　　公園等があり、静かな自然環境に恵まれています。

  ・園舎は平成21年に建替えし、木をふんだんに使った暖かくて柔らか

　　い優しさを肌に感じる園舎で、子どものケガや事故も少なく、安全

　　性を大事にして作られ、職員のチームワークも良く、保育方針に基

　　づいた保育を行っています。

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

施設の運営方針

 ・子どもが自己を発揮し、心身ともに健やかに成長できるよう、主体的

 　に関わることができる環境を作っていきます。

 ・保護者の子育ての不安や負担を和らげ、自己肯定感を持って子育てが

 　できるよう、家庭との連携を図っていきます。

 ・地域の子育てを支える存在として、関係機関と協働しながら、豊かな

   社会づくりに取り組みます。

教育・保育の理念

  「愛情」「責任」「明朗」を保育者の基本理念とし、一人ひとりを

　　大切に育て、情緒の安定を図る中で健全な心身の発達を促し、生

　　きる力の基礎を培います。

教育・保育の目標

「素直な心を持ち、心身ともにたくましく豊かに、自立した子どもに育つ」

 ・保育者との信頼関係の中で「自己肯定感」を育て、人格形成の基礎

   となる豊かな心情、物事に自分から関わろうとする意欲、健全な生

   活を営むために必要な態度を育てます。

 ・日々の生活の中で、「あいさつ」「ハイの返事」「くつをそろえる」

   ことができるように繰り返し教えていきます

教育・保育の内容

 ・クッキングや食文化の伝承を行ったりしながら、命の元である「食」を大切にす

 　ることや感謝の気持ちを育てます。

 ・五感を通したさまざまな実体験から興味関心を引き出し、子どもの持つ可能性を

 　伸ばしていきます。

 ・「体操教室」「リトミック」「音楽教室」「造形教室」などを通し、運動機能を

 　高め、しなやかでたくましい体を作り、音楽や絵画造形に親しみ、豊かな感性を

 　育てます。

 ・特徴ある教育及び保育としての「立腰教育」「石井式漢字教育」により、集中力・

 　持続力・善悪の判断・動と静の切り替え・話を聞く力・学力の基礎となる国語力

 　などを育てます。

 ・園庭整備やﾓﾝﾃｯｿｰﾘ教育にも力を入れ子ども達一人一人に潜在的な可能性を開花

 　させるような環境を整えています。

子育て支援事業

の内容

  ○ 毎月1日園庭開放（未就園児が対象）

  ○ 子育て相談（月２回）

  ○ 子育て講演会（年２回）

  ○ 一時預かり事業（一般型）の実施（月曜日～金曜日）

施設の主な特徴
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■土・日・祝日 ■長期休暇 ■日・祝日 ■年末年始

■振替日 ■その他 ■振替日 ■その他

ふりがな しゃかいふくしほうじん　ほうりんかい

法人等名称 社会福祉法人　寶琳会

ふりがな にんていこどもえん　ごわほいくえん

施設名称・形態 認定こども園　五和保育園 幼保連携型認定こども園

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－００６１）  日田市石井町３丁目１２４４番地１

電話番号 ２４－６４２１ 園長の氏名

FAX番号 ２３－５３０６ さくらぎ　さとる

HPアドレス https://www.gowahoikuen.com 櫻木　証

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 金曜日 月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日 7：30～9：00 9：00～14：00 14：00～18：30

土曜日・長期休暇 一時預かり（幼稚園型）　7：30～17：00

登園時間 教育・保育時間 延長保育

休園日

１号 ２号・３号

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：30～9：00 7：30～18：30 18：30～19：00

月～土曜日 7：30～9：00 9：00～17：00 17：00～19：00

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

１５人  ３９人  ４１人  ９５人  

□ 病児・病後児保育事業

■ 障害児保育事業（特別支援） 7：30 ～ 18：30

その他事業等

の実施状況

■ 一時預かり事業（一般型）

平日  9：00 ～ 17：00

土曜日  9：00 ～ 17：00

□ 休日保育事業

□ 送迎バス運行事業

実費徴収内容

（給食費）

１号 主食費 副食費 3,800円/月
主食（白ご飯）を持参して

もらいます。

２号 主食費 副食費 5,000円/月

7:30より早

朝預かり

※教育標

準時間・保

育短時間

の方も対

象です

1,000円～1,600円/月

施設の運営方針

　本園は、就学前の教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2

条第7項に基づき、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての

満3歳以上の子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、

その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行い

ます。

教育・保育の理念

　「ともに生きともに育ち合う保育の実践」

一人ひとりの子どもの心と身体を大切にし、大人も子どもも、共に育ち合

います。

教育・保育の目標

心身ともに明るく生き生きした子ども

おもいやりがあり感謝する気持ちの持てる子ども

よく聞きよく考え自分で判断し行動できる子ども

実費徴収内容

保護者会費 500円/月

絵本代（クラス毎） 370円～420円/月

遠足積立金

子育て支援事業

の内容

①月１回第４木曜日園庭開放日

②随時子育て相談：子育て等に関する相談・援助

③子育て講演会（年２回）

④地域主催の子育て支援事業「ちびっこサロン」への出前保育(年５回）

⑤地域・高齢者との交流事業

⑥一時預かり事業（一般型）の実施

施設の主な特徴

昭和27年、石井の地に誕生した五和保育園は60有余年地域と共に子どもの

成長を見守ってきました。近くに里山公園を望むことができ、春には桜、

夏は青々とした緑に包まれ自然の中の施設になります。

また、6年前に新築した園舎は周りの環境と調和し、子どもの成長に欠か

せない木の温もりを基調としたつくりになっています。

また、園庭は、未満児の活動を主体とした「中庭」と「なかよし広場」や

幼児の活動を主体とした「わんぱく広場」があり、のびのびと遊ぶことが

出来ます。

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

教育・保育の内容

○静：右脳左脳それぞれの役割の活性化により脳の資質を高め､子ども達が主体的

　　　にうちこめるようにする。

○動：身体の力みを取り､体幹を養うと共に友達と一緒に楽しみながら共感性を育

　　　む｡

○食：食するすべての命の尊さ・感謝の心を持ち、食の楽しさ・大切さを育む。

　静と動のメリハリを持ち、バランスの取れた保育と食育を、日々の生活の中で

繰り返し積み重ねることによって自然に身に付くことを大切にしています。
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■土・日・祝日 ■長期休暇 ■日・祝日 ■年末年始

■振替日 □その他 ■振替日 □その他

園長の氏名

FAX番号 ２８－８８６６

ふりがな がっこうほうじん　ひたるーてるがくえん

法人等名称 学校法人　日田ルーテル学園

ふりがな にんていこどもえん　ひたるーてるこどもえん

施設名称・形態 認定こども園　日田ルーテルこども園 幼保連携型認定こども園

まき　いつこ

HPアドレス http://www.hitalutheran.jp/ 真木　逸子

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 金曜日 月曜日 ～ 土曜日

14：30～18：30

土曜日・長期休暇 一時預かり（幼稚園型）　8：00～18：00

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－００１６）  日田市三本町２丁目３番３９号

電話番号 ２２－３８６５

開所時間

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

月～金曜日 7:30～9：30 9：30～14：30

開所曜日

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～金曜日 7：30～9：30 9：30～18：30 18：30～19：00

登園時間 教育・保育時間 延長保育

土曜日 8：00～9：30 9：30～18：00 ー

土曜日:設定1 8：00～9：30 9：30～16：00

保育短時間終了～18：00

土曜日:設定2 9：00～9：30 9：30～17：00

月～金曜日:設定1 7：30～9：30 9：30～15：30

保育短時間終了～18：30月～金曜日:設定2 8：00～9：30 9：30～16：00

月～金曜日:設定3 8：30～9：30 9：30～16：30

　　　8：30 ～ 16：30

土曜日

□

■ 送迎バス運行事業

休園日

１号 ２号・３号

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

１１５人  ２０人  ６５人  ２００人  

その他事業等

の実施状況

休日保育事業

□ 病児・病後児保育事業

■ 障害児保育事業（特別支援） 8：00 ～ 18：00

■ 一時預かり事業（一般型）

平日

7:30より早

朝預かり

※教育標

準時間・保

育短時間

の方も対

象です

実費徴収内容

（給食費）

１号 主食費 700円/月 副食費 2,450円/月
1号認定児童でおやつを食

べる場合は別途料金がかか

ります。２号 主食費 1,000円/月 副食費 4,500円/月

教育・保育の理念　　　　　　「　安全　健康で　心豊かにたくましく！　」

550円/１回

バス遠足積立・１０月

まで(３歳以上児）

600円/月

通園バス利用児 　3,000円/月

実費徴収内容

父母の会費 500円/月
スイミング授業料

（３歳以上児）

通園バス片道利用児 1,500円/月

施設の運営方針

本園は日本福音ルーテル教会が行う教育事業の1つで、無限の可能性を秘め

た大切な幼児期を、キリストの教え・愛の心により幼児の心身を健全に発達

させ、善良な人格を養い、家庭教育を補い、愛情を注ぎ、3歳未満児は十分

に擁護しながら家庭的な環境の中で一人ひとりを大切にする保育・教育を行

います。

施設の主な特徴

大樹に囲まれ、緑豊かな園庭でのびのびと自由に遊べる環境です。新園舎も

完成し、園内環境も快適で機能的、また子どもたちの能力を引き出す工夫を

たくさん取り入れました。０歳児から５歳児までが園内で仲良く触れ合い、

思いやりのある優しい心を育み、心と身体が健全に発達するよう施設の環

境・教材・教具・カリキュラム・職員配置を考慮しています。また、最新の

厨房施設も整え、食育にも力を注いでいます。

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

教育・保育の目標

　1．愛のこころ

       神様がいつも私たちを愛してくださるように、私たちも互いに愛のこころ、思いや

 　　　りを持って園生活を送ります。

  2．逞しい心と体づくり

       年間を通して体を動かし、強い心と身体を作ります。

  3．輝く個性

       一人ひとり違う輝きを持った個性。その輝きにさらに自信を持たせ伸ばし育ち合う

　　　 中で安心して自分を表現できるよう援助します。

  4．挑戦する意欲

       園での様々な体験を通して忍耐力を培い、目標を達成できた時の喜びを味わい、自

　　　 信へとつなげていきます。

教育・保育の内容

 具体的なプラン

　≪キリスト教保育による心の教育プラン≫

  ≪運動能力向上プラン≫　≪個性を引き出すプラン≫

　≪学習能力向上プラン≫　      ≪食育活動プラン≫

　≪社会性・生活向上プラン≫    ≪エコ活動プラン≫

　≪預かり保育プラン≫　  ≪放課後課外教室プラン≫

  以上を柱に、様々な体験活動をカリキュラムに取り入れ、年齢に合ったのびのび

と自由な保育を展開していきます。

子育て支援事業

の内容

  ① ルーテルキッズランド→毎月第3木曜日未就園児対象、楽しい活動（製

 　　作・お歌・読み聞かせ・ママヨガ）おやつタイムを設け園を解放

  ② ルーテルプレイランド→毎月第1・2・4木曜日の午前中に園を解放

  ③ 未就園児に対する運動会やお遊戯会へのお誘い

  ④ 未就園児に対するワクワク公開保育（11月初旬予定）へのお誘い

  ⑤ 一時預かり事業（一般型）の実施→月曜日～金曜日

  ⑥ 園庭解放や子育て相談（子育て支援員対応）→随時
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■土・日・祝日 ■長期休暇 ■日・祝日 ■年末年始

□振替日 □その他 □振替日 □その他

ふりがな しゃかいふくしほうじん　じげんふくしかい

法人等名称 社会福祉法人　慈眼福祉会

ふりがな にんていこどもえん　みのり

施設名称・形態 認定こども園　みのり 幼保連携型認定こども園

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－０００４）  日田市城町２丁目１番５１号

電話番号 ２４－２０１２ 園長の氏名

FAX番号 ２４－２１５７ たかやま　こう

HPアドレス http://hita-minori.jp/ 髙山　耕

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日～金曜日 月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日 9：00 9：00～14：30 14：30～18：30

土曜日・長期休暇 一時預かり(幼稚園型)7：30～18：00

土曜日

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～金曜日

9：00 7：30～18：30 18：30～19：00

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～金曜日

7：30～18：30のうち8時間

土曜日

保育短時間終了～18：307：30～9：00

休園日

１号 ２号・３号

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

１２人 ５０人 ６８人  １３０人  

その他事業等

の実施状況

■ 一時預かり事業（一般型）

平日 　　　9：00 ～ 17：00

土曜日 　　　9：00 ～ 17：00

■ 障害児保育事業（特別支援） 7：30 ～ 18：30

□ 送迎バス運行事業

□ 休日保育事業

□ 病児・病後児保育事業

２号 主食費 1,000円/月 副食費 4,500円/月

実費徴収内容

（給食費）

１号 主食費 700円/月 副食費 3,150円/月

施設の運営方針

  当園は、ともに生き、ともに育ちあうところです。

  すべての人が安心して子育てができるように支えるとともに、その笑顔を

見守り続けていきたいと思います。

実費徴収内容

保護者会費 400円/月

子育て支援事業

の内容

　1．年2回→保育参観の実施

  2．年2回→子育て及び子育て支援に関する講習会等

  3．毎週月曜日～金曜日→一時預かり事業（一般型）の実施

　4．毎週月曜日～金曜日→延長保育事業の実施

  5．障害児保育事業（特別支援）の実施

施設の主な特徴

 杉の板が張りめぐらされた園内は、木の温もりに包まれています。

 どんぐりホールから園庭へ続く滑り台は、子どもたちのお気に入りです。

 大きな窓からは、日の光が常に暖かく降り注ぎ、花月川の流れやグラウン

ド、慈眼山を見ることができ、とても眺めが良いところです。

 2階にある芝生のベランダには、年少クラスの子どもたちはすぐに出ること

ができ、天気の良い日は、自由に遊んでいます。

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

教育・保育の理念

  健やかな成長を願い、子どもたちの笑顔をいつまでも見守っていきます。

  また、子どもたちの学ぶ力、遊ぶ力を引き出し、一人ひとりが輝けるよう

な場所であるように見守り、支援していきます。

教育・保育の目標

　1．他人の痛み、喜び、悲しみに気づくことのできる“人の心の痛みのわ

　　 かる子”

  2．健康でたくましい子

  3．何にでも挑戦する意欲のある子

  4．「がまん」できる子 → 人の気持ちのわかる子

教育・保育の内容

☆養護と教育が一体となった「総合的な保育」の実施

  家庭保育をサポートする「養護機能」と健康等の5つの領域に関わる心

情、意欲、態度などを育成する「教育機能」から構成される総合的な保育を

行います。

  また、養護と教育の関係は同じ位置（並列）に並ぶのではなく、安定した

養護（生命の保持及び情緒の安定）のもとでないと教育は成り立たないと考

えています。一人ひとりの特性に応じ、発達の課題に配慮し、子どもが自発

的、意欲的に関われる環境の構成と、豊かな遊びを通しての「総合的な保

育」を実施します。担当制の保育の実施。
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■土・日・祝日 ■長期休暇 ■日・祝日 ■年末年始

■振替日 ■その他 ■振替日 ■その他

ふりがな がっこうほうじん　おおいたかとりっくがくえん

法人等名称 学校法人　大分カトリック学園

ふりがな にんていこどもえん　かとりっくひたようちえん

施設名称・形態 認定こども園　カトリック日田幼稚園 幼稚園型認定こども園

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－００７１）  日田市玉川町２６５番地２

電話番号 ２２－３３０４ 園長の氏名

FAX番号 ２４－５３５６ きぐち　よしたか

HPアドレス http://catholichita.sakura.ne.jp/ 木口　善孝

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 金曜日 月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日 8：00～9：30 9：00～14：30 14：30～18：30

土曜日・長期休暇 一時預かり（幼稚園型）　8：00～18：30

登園時間 教育・保育時間 延長保育

休園日

１号 ２号・３号

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：30～9：00 7：30～18：30 ー

月～土曜日 7：30～9：00 7：30～17：00のうち8時間 保育短時間終了～18：30

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

５０人  ３３人  ２７人  １１０人  

□ 病児・病後児保育事業

■ 障害児保育事業（特別支援） 9：00 ～ 17：00

その他事業等

の実施状況

■ 一時預かり事業（一般型）

平日 　　　9：00 ～ 17：00

土曜日

□ 休日保育事業

■ 送迎バス運行事業

実費徴収内容

（給食費）

１号 主食費 700円/月 副食費 2,450円/月
1号認定児童でおやつを食

べる場合は別途料金がかか

ります。２号 主食費 1,000円/月 副食費 4,500円/月

8:00より早

朝預かり

※教育標

準時間・保

育短時間

の方も対

象です

実費徴収内容

育友会費 400円/月 送迎バス運行費（往復）

給食費（2号） 5,500円/月

給食費（一時預かり） 220円/日

3,000円/月

給食費（1号） 3,150円/月 送迎バス運行費（片道） 1,500円/月

給食費（1号+新2号） 3,850円/月

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

教育・保育の内容

　異年齢の子どもたちが家庭的な雰囲気の中で園生活を送ることによって、

年齢に応じた成長とその良さが相互に活かされ、愛情・思いやりの心・協調

性など調和の取れた心身の発達にねらいを定め、お互いが教え合い、助け合

い、伝え合いながら人格形成を行います。

子育て支援事業

の内容

 ① 未就園児親子クラブ→「のびのびクラブ」毎週水曜日、体操、絵画制

                        作、リズム遊び、外遊びなど、保育活動を行

　　　　　　　　　　　　い、子育て家庭の交流の場を提供します。

 ② 随時→子育て等に関する相談

 ③ 毎週月曜日～金曜日→一時預かり事業（一般型）の実施

施設の主な特徴

　昭和28年に聖母幼稚園として開園した当園は、子ども一人ひとりの個性を

大切に伸ばしていくモンテッソーリ教育法を取り入れています。

　体操・茶道・英語・音楽の楽しさを学びながら、豊かな幼少期を過ごして

いきます。

　また、広い園庭、広いホールを完備し、体を思いきり使い、のびのびと教

育や保育ができる環境を整えているほか、隣接地にはカトリック教会があ

り、心の教育も行っています。

施設の運営方針

　就学前までの子どもたちに対して、神様から大切にされ愛されている喜び

を感じさせ、感謝する心、生きる力を養う教育・保育を目指し、幼稚園と保

育園の良いところを活かしながら、教育・保育を一体として捉えた運営を行

います。

教育・保育の理念

　カトリックの理念によって子どもたちを教育・保育し、キリストの愛の精

神によって子どもたちに接し、隣人愛と兄弟愛を育て、絶えず心の教育を基

本に捉えて、優しさとバランス感覚のある人格形成に努めます。

教育・保育の目標

　神様から与えられた命の大切さを教えながら、０歳児から就学前までの子

どもたちに対して、神様から大切にされ愛されている喜びを感じさせ、感謝

する心、生きる力を育てます。
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■土・日・祝日 ■長期休暇 ■日・祝日 ■年末年始

■振替日 ■その他 □振替日 □その他

ふりがな がっこうほうじん　こうこうがくえん

法人等名称 学校法人　香光学園

ふりがな つきくまこどもえん

施設名称・形態 月隈こども園 幼稚園型認定こども園

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－０００４）  日田市城町１丁目７番１号

電話番号 ２２－７６１１ 園長の氏名

FAX番号 ２８－７２１１ たけうち　かずとも

HPアドレス https://www.tukikuma.net/ 武内　和朋

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 金曜日 月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日 7：45～ 9：00～14：00 14：00～18：00

土曜日・長期休暇 一時預かり（幼稚園型）　7：45～17：00

土曜日 7：45～17：00

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～金曜日

7：45～

7：45～18：15

ー

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～金曜日

8：00～ 8：00～17：00のうち8時間

保育短時間終了～18：15

土曜日 保育短時間終了～17：00

土曜日

□

■ 送迎バス運行事業

休園日

１号 ２号・３号

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

５５人  ３０人  ３０人  １１５人  

実費徴収内容

（給食費）

１号 主食費 700円/月 副食費 2,450円/月
1号認定児童でおやつを食

べる場合は別途料金がかか

ります。

その他事業等

の実施状況

２号 主食費 1,000円/月 副食費 4,500円/月

休日保育事業

□ 病児・病後児保育事業

■ 障害児保育事業（特別支援） 7：45 ～ 18：15

□ 一時預かり事業（一般型）

平日

7:45より早

朝預かり

※教育標

準時間・保

育短時間

の方も対

象です

実費徴収内容

後援会費 300円/月 送迎バス運行費 2,000円/月

バス遠足代（親子一組） 7,000円 保険代 1,500円

記念写真代 800円

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

教育・保育の内容

  ① 真宗保育

　   保育理念「キラリ、じぶんらしさ。」の根幹に流れるのは、浄土真宗の教えに基づ

   く真宗保育です。クラスごとや園全体でのおまいりや、長福寺報恩講への参詣などの

   活動を通して、手を合わせる心を育むとともに、真宗保育がテーマとして掲げる

   「本願に生き、ともに育ちあう保育」を実践します。

  ② あそび

　   設置基準をはるかに上回る自然に恵まれた園庭や、子どもたちがのびのびと過ごせ

   る最新の園舎などの豊かな環境を最大限に活かして、今後の人格や学習の基盤となる

   乳幼児期に、もっともふさわしいものとして、あそびを通しての総合的な教育を行い

   ます。

  ③ まなび

　   子どもたちの身体的・感覚的・知的な成長を促すため、リトミックの理論を園生活

   に取り入れ、音楽保育や絵本の読み聞かせなど、本園独自の教育課程に基づいて、子

   どもたちの自発性や思考力を重視する、乳幼児期にふさわしいまなびを大切にし

　 ます。

子育て支援事業

の内容

  ① 第2・第4火曜日→園開放「キラリくらぶ」

  ② 第2・第4火曜日等→子育て等に関する相談・援助（電話相談は随時）

  ③ 園行事への参加、体験入園、鑑賞会、親子リトミックなどの特別活動

  ④ 子育て及び子育て支援に関する講演会

  ⑤ 毎週月曜日～土曜日→一時預かり事業（幼稚園型）の実施

施設の主な特徴

　1923（大正12）年、長福寺境内に誕生した本園は、県下で2番目の長い歴史を誇る伝統あ

る園です。1969（昭和44）年、豆田町にほど近く、桂林荘公園に隣接する自然に恵まれた現

在地に移転しました。2011(平成23）年には、日田地区初の認定こども園となり、地域の幼

児教育・保育における先駆的な役割を果たしてきました。

　2013（平成25）年に完成した園舎は、広々としたデッキテラスを通して、園庭と一体化し

た開放感あふれる構造で、安全性に配慮した贅沢な平屋建てです。設置基準を大きく超える

広やかな園庭と相まって、まさに理想的な保育環境が実現しました。

　豊かな環境のもと、浄土真宗の教えを創立の精神に掲げ、日本遺産・国指定重要文化財で

ある長福寺本堂での仏教行事などを通して、子どもたちの心を育む宗教的情操教育を大切に

しながら、幼稚園型認定こども園の特性を活かした、みずみずしく伸びやかな幼児教育を実

践しています。

施設の運営方針

  認定こども園法及び子ども・子育て支援法その他の関係法令並びに関係条

例に則り、大谷保育協会が提唱する真宗保育に基づいて、乳幼児の発達に必

要な教育・保育を総合的に提供すべく運営します。

教育・保育の理念

  キラリ、じぶんらしさ。

 　   ーともに生き、ともに育ちあうほとけの子ー

教育・保育の目標

  どきどきこころ　　美しいものに感動するみずみずしい感性の子ども

　　子どもたちの「きれい・すごい・ふしぎ」（感動・想像）を大切にします

  わくわくからだ　　ものごとに打ち込めるたくましい子ども

　　子どもたちの「なぜ・どうして・やってみたい」（疑問・試行錯誤）を応援します

  いきいきいのち　　思いやりをもち自分らしく生きる子ども

　　子どもたちの「できたよ・こうだよ」（自分らしい表現）の実現を目指します
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■土・日・祝日 ■長期休暇 ■日・祝日 ■年末年始

■振替日 ■その他 ■振替日 ■その他

ふりがな がっこうほうじん　みのりがくえん

法人等名称 学校法人　みのり学園

ふりがな にんていこどもえん　みくまようちえん

施設名称・形態 認定こども園　三隈幼稚園 幼稚園型認定こども園

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－００１５）  日田市中央２丁目１番４号

電話番号 ２２－５０３０ 園長の氏名

FAX番号 ２４－７３７６ ふち　けんいち

HPアドレス http://www.mikuma-kindergarten.jp/ 渕　健一

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 金曜日 月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日 7：30～ 9：00～14：00 14：00～18：30

土曜日・長期休暇 一時預かり（幼稚園型）　7：30～18：30

登園時間 教育・保育時間 延長保育

休園日

１号 ２号・３号

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：30～ 7：30～18：30 ー

月～土曜日 7：30～ 8：00～16：00 16：00～18：30

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

４５人  ２１人  ３９人  １０５人  

□ 病児・病後児保育事業

□ 障害児保育事業（特別支援）

その他事業等

の実施状況

■ 一時預かり事業（一般型）

平日 　8：00 ～ 16：00

土曜日

□ 休日保育事業

■ 送迎バス運行事業

実費徴収内容

（給食費）

１号 主食費 700円/月 副食費 2,450円/月
1号認定児童でおやつを食

べる場合は別途料金がかか

ります。２号 主食費 1,000円/月 副食費 4,500円/月

実費徴収内容

後援会費 500円/月

送迎バス運行費（片道） 1,500円/月

送迎バス運行費（往復） 3,000円/月

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

教育・保育の内容

  ○ 生活リズムを整え、身につける

  ○ 様々な活動、行事に積極的に参加する

  ○ 危険な場所、遊び方、災害時などの行動の仕方がわかり、行動する

  ○ 自分の思った事を伝え、相手の思いに気付く。また、友だちの良さ

     に気付き、一緒に活動する楽しさを味わう

  ○ 身近な事象や動植物に関心を持ち、様々な関わり方を通し、生命の

     大切さ、公共心、探究心を身につける

子育て支援事業

の内容

  ① 園庭開放

  ② 毎日　子育て支援（アンパンマンクラブ）

　   毎月第4週　 子育て支援（おひさまクラブ）

  ③ 子育て家庭の講習の場　相談・援助（電話相談は随時）

  ④ 年10回　地域主催の行事参加

  ⑤ 毎週月曜日～金曜日　一時預かり事業（一般型）の実施

施設の主な特徴

  本園は市の中心地にあり、子どもや保護者が通園しやすい環境にありま

  す。

 「子どものあそびの場」「子どものお城」として、教育・保育の環境が

　整った施設です。

  平成29年度に木のぬくもりのある保育棟を新築しました。

  十分な広さの園庭があり、子どもたちが体を十分に動かして楽しめる

　総合遊具（ドリームキッド）があるほか、エントランスには、

　雨の日でも遊べる広い砂場を備えています。

施設の運営方針

　浄土真宗の教えのもと、教育及び保育の内容の質を高め、子どもの主体的

な活動や遊びの環境を整え、豊かな感性を育て、楽しく生きるための知恵を

培います。

教育・保育の理念

  乳幼児期の特性及び保護者や地域の実態を踏まえ、一人ひとりに応じてき

め細やかに寄り添う教育・保育に努めます。

教育・保育の目標

  ○ 元気いっぱい活動する子ども

  ○ 心豊かな優しい子ども

  ○ 友だちと楽しく過ごし 認め合う子ども
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■土・日・祝日 ■長期休暇 ■日・祝日 ■年末年始

■振替日 ■その他 ■振替日 ■その他

ふりがな がっこうほうじん　ふれーべるがくえん

法人等名称 学校法人　フレーベル学園

ふりがな にんていみよしようちえん

施設名称・形態 認定三芳幼稚園 幼稚園型認定こども園

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－００３９）  日田市刃連町９２２番地２

電話番号 ２４－０１２６ 園長の氏名

FAX番号 ２４－５６８８ たなか　しほ

HPアドレス http://www.frobelmiyoshi.jp 田中　志穂

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 金曜日 月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日 9:00まで

7：30～14：30

（金曜日：～13：00）

教育標準時間終了～18：15

土曜日・長期休暇 一時預かり（幼稚園型）　7：45～17：30

土曜日

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～金曜日

ー9:00まで

7：30～18：15

7：45～17：30

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～金曜日

8：30～16：30

土曜日

9:00まで

7:30～8:30,16:30～18:15

7:45～8:30,16:30～17:30

休園日

１号 ２号・３号

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

１７０人  

ー

□ 休日保育事業

□ 病児・病後児保育事業

２５人  ５人  ２００人  

就労等の保育を必要とする場合は1号でも2号と同じ様に入園・通園ができます。

■ 一時預かり事業（一般型）

平日 10：00 ～ 14：00

土曜日

実費徴収内容

（給食費）

１号 主食費 700円/月 副食費 2,800円/月

4,500円/月

■ 障害児保育事業（特別支援） 10：00 ～ 14：00（平日のみ:要相談）

■ 送迎バス運行事業 令和5年度は検討中

その他事業等

の実施状況

土曜日に幼稚園型一時

預かりを利用しても、

給食費は5,500円/月を

上限とします。

１号+

新2号

主食費 1,000円/月 副食費 4,500円/月

２号 主食費 1,000円/月 副食費

7:30より早

朝預かり

※教育標

準時間・保

育短時間

の方も対

象です

卒園記念品代（年長のみ） 2,500円/年 年長キャンプ参加費 2,000円/年

施設の運営方針

家庭保育の土台の上に、専門性の高い教育を重ねて、子どもの育ちを支援し

ます。

実際に要した経費 全日私幼連PTA新聞購読料 250円/年

制服・体操服・スモック等 実際に要した経費 保護者参加行事の保険料 100円/年

実費徴収内容

月刊絵本代 440円/月 スクールバス（往復）※8月除く 3,200円/月

日本スポーツ振興センター掛金 240円/年 スクールバス（片道）※8月除く 1,600円/月

個人用品代

子育て支援事業

の内容

  ① チャイルドクラブ(未就園児教室）

　　 毎月１回木曜日…園庭開放・子育て等に関する相談・援助

  ② 随時…子育て家庭の交流の場の提供

  ③ 毎週月曜日～金曜日…一時預かり事業（一般型）の実施

施設の主な特徴

住宅地の中心にあり、すぐ近くに公民館や三芳小学校がある落ち着いた環境です。

また姉妹園三芳昭和園と隣接しており、0・1・2歳の弟妹さんは姉妹園の三芳昭和園、3・

4・5歳のご兄弟は三芳幼稚園に通われるなど保護者の方に喜ばれています。

春は新緑、夏は大きな木陰、秋には赤や黄色に色づいた紅葉やどんぐり等のたくさんの木々

に囲まれた園庭で子供たちは伸び伸びと遊んでいます。

保育室は全館床暖房、昔の縁側のように広い廊下と、ウッドデッキを備えていて、天気の良

い日はよく廊下やデッキに机を出してお外ランチを楽しむ姿が見られます。

安全対策として、大分県警直通非常通報装置を設置・AED設置・通用門の電子錠設置・防犯

カメラ設置・ドアの2重ロックなど安全に過ごせるよう配慮しています。

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

教育・保育の理念

健康を土台とし　けじめのある　生活態度を養い

  子供の感情を豊かに育て　知的欲求を伸ばして行こう

  それは子供が『自立の力』を　自ら身につけることである

教育・保育の目標

『遊びを大切に』

  この時期の子どもにとって、遊びは単なる遊び事ではなく、それは極めて

真剣なもので、深い意味を持つものです。

  遊びは子どもにとって純粋な精神的宝物であり、あらゆる善の源泉は遊び

の中にあります。そして、自発的によく遊ぶ子どもは、心身ともにたくまし

く、そして忍耐強い人に育ちます。

教育・保育の内容

『縦割り活動』『横割り活動』の2つの大事な基本線を軸に、保育を進めて

います。3・4・5歳児の『縦割り活動』が基盤となっていて、異なる年齢の

友達と過ごすことで思いやりの心や憧れの心・熱中する心・信頼する心・伸

びようとする心・音楽や詩を好きになる心など、感性の育ちにつながってい

ます。

  縦割りに加えて『横割り活動』では、同年齢の友達と遊び、学び、様々な

経験をしています。また、『横割り活動』の中では、専門性の高い講師によ

る体操教室・英語教室・茶道教室・リトミック教室・硬筆教室・合奏指導

等、本物に触れることを心掛けています。
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■土・日・祝日 ■長期休暇 ■日・祝日 ■年末年始

■振替日 □その他 □振替日 □その他

ふりがな しゃかいふくしほうじん　ほうかふくしかい

法人等名称 社会福祉法人　捧華福祉会

ふりがな あさひこどもえん

施設名称・形態 朝日こども園 保育所型認定こども園

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－００８５）  日田市朝日町９４１番地１

電話番号 ２３－３８３４ 園長の氏名

FAX番号 ２３－４１９２ おだ　まつみ

HPアドレス https://www.asahikodomoen.info/ 小田　松美

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 金曜日 月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日 7：30～9：30 9：30～14：30 14：30～18：30

土曜日・長期休暇 一時預かり（幼稚園型）　7：30～18：30

登園時間 教育・保育時間 延長保育

休園日

１号 ２号・３号

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：30～9：00 7：30～18：30 18：30～19：00

月～土曜日 7：30～9：00 7：30～18：30のうち8時間 保育短時間終了～19：00

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

１０人  ２３人  ２７人  ６０人  

□ 病児・病後児保育事業

■ 障害児保育事業（特別支援） 7：30 ～ 18：30

その他事業等

の実施状況

■ 一時預かり事業（一般型）

平日  7：30～18：30のうち8時間

土曜日  7：30～18：30のうち8時間

□ 休日保育事業

□ 送迎バス運行事業

実費徴収内容

（給食費）

１号 主食費 700円/月 副食費 3,150円/月
給食費（一時預かり）　主

食費:40円/日　副食費:180

円/日２号 主食費 1,000円/月 副食費 4,500円/月

7:30より早

朝預かり

※教育標

準時間・保

育短時間

の方も対

象です

実費徴収内容

保護者会費 500円/月

バス遠足積立 1,000円/月

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

教育・保育の内容

  0歳児から5歳児の各年齢期において、養護、教育、食育、家庭との連携、

地域との連携、健康支援、研修計画、小学校との連携、環境衛生管理、安全

対策の各領域についてねらいを定め、そのねらいをもとにした保育内容を定

めます。

子育て支援事業

の内容

① 毎週月曜日から土曜日→一時預かり事業（一般型）の実施

② 開園時間内の園庭開放→利用の場合に事前連絡が必要

③ 随時→子育て世代のパパ、ママに保育士体験の実施

④ 随時→保護者からの相談に応じ、必要な情報提供や助言を行う

施設の主な特徴

　自然環境に恵まれた中で、日々の教育、保育を自然の教材を使いながら、

子どもたちが自発的な遊びを選択し、探究心や感性を育て、養護、教育を一

体的に行います。

  当園は、朝日小学校や朝日公民館に隣接しているため、地域住民や小学生

児童との交流も密接に行っています。

  園児数50人程の園ならではの家庭的なところがあり、また、保護者との距

離感も近く、園全体が和やかな雰囲気です。

施設の運営方針

　児童福祉施設として子育て家庭や地域に対しこども園の役割を確実に果た

すため日々配慮された環境の中で子どもの心身の発達を助長支援します。

保護者と目標を共有し、その子育ての支援を行います。

常に課題を持ち、意欲的に取り組む職員の育成に努めます。

第三者評価結果や各種調査結果の情報を積極的に提供し職員とともに経営改

善します。

教育・保育の理念

「どんな時でも子どもと保護者の最善の利益を守る」という強い信念を持っ

て保育する。「受け入れ・寄り添う」保育を心がけます。

教育・保育の目標

豊かな人間性を持った子どもを育成します。

命の尊さを知り、命を大切にする心を育てます。感謝の心を育てます。

心の安定を基礎に体力を養い自ら行動できる子どもに育てます。意欲を持

ち、元気でのびのびとした心を育てます。
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■土・日・祝日 ■長期休暇 ■日・祝日 ■年末年始

■振替日 □その他 □振替日 □その他

ふりがな しゃかいふくしほうじん　ひたししゃかいふくしきょうぎかい

法人等名称 社会福祉法人　日田市社会福祉協議会

ふりがな ひたしりつおおやまこどもえん

施設名称・形態 日田市立おおやまこども園 保育所型認定こども園

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－０２０１）日田市大山町西大山３５０１番地１

電話番号 ２６－２２６６ 園長の氏名

FAX番号 ２６－２２５６ たかくらあけみ

HPアドレス http://www.hitashakyo.jp/kosodate/nurseryschool.html
高倉明美

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 金曜日 月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日 7：30～9：00 9：30～14：30 14：30～18：30

土曜日・長期休暇 一時預かり（幼稚園型）　7：30～18：30

登園時間 教育・保育時間 延長保育

休園日

１号 ２号・３号

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：30～9：00 7：30～18：30 ー

月～土曜日 7：30～9：00 7：30～18：30のうち8時間 保育短時間終了～18：30

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

１５人  ２３人  ２７人  ６５人  

■ 病児・病後児保育事業 7：30 ～ 17：30

■ 障害児保育事業（特別支援） 7：30 ～ 18：30

その他事業等

の実施状況

■ 一時預かり事業（一般型）

平日  8：30～17：00のうち8時間

土曜日  8：30～17：00のうち8時間

□ 休日保育事業

□ 送迎バス運行事業

実費徴収内容

（給食費）

１号 主食費 700円/月 副食費 3,150円/月

２号 主食費 1,000円/月 副食費 4,500円/月

7:30より早

朝預かり

※教育標

準時間・保

育短時間

の方も対

象です

実費徴収内容

保護者会費 1,000円/年

給食費（一時預かり） 220円/日

給食費（病後児保育） 220円/日

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

教育・保育の内容

　0歳児から5歳児の各年齢期において、養護、教育、食育、家庭との連携、

地域との連携、小学校との連携、健康支援、環境衛生管理、安全対策の各領

域についてねらいを定め、そのねらいをもとにした保育内容を定めます。

子育て支援事業

の内容

　① 随時→園庭解放

  ② 随時→子育て家庭の交流の場の提供

  ③ 随時→子育て等に関する相談・援助・電話相談

  ④ 毎週月曜日～土曜日→一時預かり事業（幼稚園型・一般型)の実施

施設の主な特徴

　施設の立地面では、大山町の中心街に位置しているため、生活面での利便

性も高い環境にあります。また、施設面では、保育室、ホール、園庭など十

分な広さがあり、子どもに対してのびのびと教育や保育ができる環境を整え

ています。

  さらに、運営面では、保育所型認定こども園として、教育と保育のニーズ

に同時対応したサービスが提供できるほか、子育て支援事業を通して子育て

家庭のニーズに応えられるよう取り組んでいます。

施設の運営方針

　教育及び保育内容の質を高め、子どもの主体的な活動や遊びの場を整え、

豊かな人間性を持った子どもを育成します。

教育・保育の理念

　子ども一人ひとりを大切にし、保護者や地域から信頼される教育、保育を

目指します。

教育・保育の目標

　子どもの健やかな育ちと、生きる力の基礎を培います。

    ・元気のある子ども

    ・友だちと仲良く遊ぶ子ども

    ・自分のことは、自分でする子ども
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■土・日・祝日 ■長期休暇 ■日・祝日 ■年末年始

■振替日 □その他 □振替日 □その他

ふりがな ひたし

法人等名称 日田市

ふりがな ひたしりつすぎっここどもえん

施設名称・形態 日田市立すぎっ子こども園 保育所型認定こども園

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－０３１１）  日田市上津江町川原２４４３番地３

電話番号 ５５－２５０５ 園長の氏名

FAX番号 ５５－２５０５ かわむら　としゆき

HPアドレス https://www.city.hita.oita.jp/life/kosodate/kosodateshien/sisetu/9837.html 川村　利幸

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 金曜日 月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日 9：30 9：30～14：30 14：30～18：30

土曜日・長期休暇 一時預かり（幼稚園型）　9：30～18：30

登園時間 教育・保育時間 延長保育

休園日

１号 ２号・３号

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：30～9：30 7：30～18：30 ー

月～土曜日 7：30～9：30 7：30～18：30のうち8時間 保育短時間終了～18：30

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

１０人  １２人  ８人  ３０人  

□ 病児・病後児保育事業

■ 障害児保育事業（特別支援） 7：30 ～ 18：30

その他事業等

の実施状況

■ 一時預かり事業（一般型）

平日  7：30～18：30のうち8時間

土曜日  7：30～18：30のうち8時間

□ 休日保育事業

□ 送迎バス運行事業

実費徴収内容

（給食費）

１号 主食費 700円/月 副食費 3,150円/月

２号 主食費 1,000円/月 副食費 4,500円/月

実費徴収内容

保護者会費 500円/月

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

教育・保育の内容

　0歳児から5歳児の各年齢期において、養護、教育、食育、家庭との連携、

地域との連携、健康支援、研修計画、小学校との連携、環境衛生管理、安全

対策の各領域についてねらいを定め、そのねらいをもとにした保育内容を定

めます。

子育て支援事業

の内容

　①　随時→ぴよぴよクラブの受け入れを行う。

　②　月曜日～金曜日→子育て等に関する相談・援助（電話相談）

　③　各行事への招待→夕涼み会・運動会・発表会・クリスマス会・節分

　　　ひなまつり・リトミック等

　④　月曜日～土曜日→一時預かり事業（幼稚園型・一般型）

施設の主な特徴

　1999年、静かな山間の中に、地場材の津江杉をふんだんに使った、木のぬ

くもりを感じられるモダンな施設が設置されました。

　広い園庭やホール・ランチルーム・沐浴室等も完備しております。

　季節を肌で感じることができる恵まれた環境の中で、こどもたちは伸び伸

びと過ごし、主体的な教育や保育を受けることができます。

　新制度により、認可保育園を保育所型認定こども園に移行し、就労されて

いないご家庭に対しても一様に保育と教育を提供できる施設です。

　子育て支援事業を通じて、すべての子育て家庭のニーズに応えられるよ

う、職員の連携を深め取り組んでいます。

施設の運営方針

　教育及び保育の内容の質を高め、子どもの主体的な活動や遊びの場を整

え、豊かな人間性を持った子どもを育成します。

教育・保育の理念

　乳幼児期の特性及び保護者や地域の実態を踏まえ、環境を通して行うもの

であることを基本とし、家庭や地域での生活を含み、園児の生活全体が豊か

なものになるよう努めます。

教育・保育の目標

　教育の基礎を培うとともに、子どもの最善の利益を考慮しつつ、その生活

を保障し、保護者と共に園児を心身ともに健やかに育成します。

  ○ 仲良く元気に遊べる子ども

  ○ 意欲を持ち、自分で考え行動する子ども

  ○ 物を大切にする子ども

  ○ 思いやるやさしい気持ちを持てる子ども
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■土・日・祝日 ■長期休暇 ■日・祝日 ■年末年始

■振替日 □その他 □振替日 □その他

ふりがな ひたし

法人等名称 日田市

ふりがな ひたしりつたかせこどもえん

施設名称・形態 日田市立高瀬こども園 保育所型認定こども園

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－００５２）  日田市銭渕町２４３番地１

電話番号 ２４－５００５ 園長の氏名

FAX番号 ２４－５０４１ きむら　じゅんいちろう

HPアドレス https://www.city.hita.oita.jp/life/kosodate/kosodateshien/sisetu/9837.html 木村　潤一郎

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 金曜日 月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日 9：30 9：30～14：30 14：30～18：30

土曜日・長期休暇 一時預かり（幼稚園型）　9：30～18：30

登園時間 教育・保育時間 延長保育

休園日

１号 ２号・３号

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：30～9：30 7：30～18：30 ー

月～土曜日 7：30～9：30 7：30～18：30のうち8時間 保育短時間終了～18：30

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

１０人  ３８人  ４２人  ９０人  

□ 病児・病後児保育事業

■ 障害児保育事業（特別支援） 7：30 ～ 18：30

その他事業等

の実施状況

■ 一時預かり事業（一般型）

平日  7：30～18：30のうち8時間

土曜日  7：30～18：30のうち8時間

□ 休日保育事業

□ 送迎バス運行事業

実費徴収内容

（給食費）

１号 主食費 700円/月 副食費 3,150円/月
給食費（一時預かり）220

円/日

２号 主食費 1,000円/月 副食費 4,500円/月

実費徴収内容

保護者会費 500円/月

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

教育・保育の内容

　0歳児から5歳児の各年齢期において、養護、教育、食育、家庭との連携、

地域との連携、健康支援、研修計画、小学校との連携、環境衛生管理、安全

対策の各領域についてねらいを定め、そのねらいをもとにした保育内容を定

めます。

子育て支援事業

の内容

　① 随時→園庭解放、さまざまな行事への参加

  ② 随時→子育て等に関する相談

  ③ 毎週水、木曜日→体験保育及び子育て家庭交流の場の提供

  ④ 月1回→誕生会への参加

  ⑤ 毎週月曜日～土曜日→一時預かり事業（一般型）の実施

施設の主な特徴

　施設の立地面では、中心部から多少離れているものの、地域住民との交流

もあり、保護者にとって利用しやすい環境にあります。また、施設の周り

は、住宅地であり、小学校、中学校に隣接し、園児と生徒との交流にも積極

的に取り組んでいます。

さらに、運営の面では、新制度により認可保育園を保育所型認定こども園に

移行し、就労していない家庭に対しても一様に、教育と保育を等しく提供で

きるほか、子育て支援事業を通じて、様々な子育て家庭のニーズに応じられ

るように、親とこどもの育ちの場として総合的な子育て支援ができるように

職員一丸となって取り組んでいます。

施設の運営方針

  教育及び保育の内容の質を高め、子どもの主体的な活動や遊びの場を整

え、豊かな人間性を持った子どもを育成します。

教育・保育の理念

　乳幼児期の特性及び保護者や地域の実態を踏まえ、環境を通して行うもの

であることを基本とし、家庭や地域での生活を含め、園児の生活全体が豊か

なものになるよう努めます。

教育・保育の目標

　教育の基礎を培うとともに、子どもの最善の利益を考慮しつつ、その生活

を保障し、保護者と共に園児を心身ともに健やかに育成します。

  ○ 仲良く元気に遊べる子ども

  ○ 意欲を持ち、自分で考え行動する子ども

  ○ 物を大切にする子ども

  ○ 思いやるやさしい気持ちを持てる子ども
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■土・日・祝日 ■長期休暇 ■日・祝日 ■年末年始

■振替日 □その他 □振替日 □その他

ふりがな ひたし

法人等名称 日田市

ふりがな ひたしりつてるおかこどもえん

施設名称・形態 日田市立光岡こども園 保育所型認定こども園

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－００７８）  日田市北友田３丁目２５３１番地５７

電話番号 ２４－３６０８ 園長の氏名

FAX番号 ２４－３８１２ うえだ　さだと

HPアドレス https://www.city.hita.oita.jp/life/kosodate/kosodateshien/sisetu/9837.html 上田　貞人

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 金曜日 月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日 9：30 9：30～14：30 14：30～18：30

土曜日・長期休暇 一時預かり（幼稚園型）　9：30～18：30

登園時間 教育・保育時間 延長保育

休園日

１号 ２号・３号

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：30～9：30 7：30～18：30 ー

月～土曜日 7：30～9：30 7：30～18：30のうち8時間 保育短時間終了～18：30

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

１０人  ２３人  ２２人  ５５人  

□ 病児・病後児保育事業

■ 障害児保育事業（特別支援） 7：30 ～ 18：30

その他事業等

の実施状況

■ 一時預かり事業（一般型）

平日  7：30～18：30のうち8時間

土曜日  7：30～18：30のうち8時間

□ 休日保育事業

□ 送迎バス運行事業

実費徴収内容

（給食費）

１号 主食費 700円/月 副食費 3,150円/月
給食費（一時預かり）220

円/日

２号 主食費 1,000円/月 副食費 4,500円/月

実費徴収内容

保護者会費 500円/月

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

教育・保育の内容

　0歳児から5歳児の各年齢期において、養護、教育、食育、家庭との連携、

地域との連携、健康支援、研修計画、小学校との連携、環境衛生管理、安全

対策の各領域についてねらいを定め、そのねらいをもとにした保育内容を定

めます。

子育て支援事業

の内容

 ① 随時→園庭開放

 ② 随時→子育て等に関する相談

 ③ 毎週木曜日→体験保育及び子育て家庭交流の場の提供

 ④ 毎週月曜日～土曜日→一時預かり事業（一般型）の実施

 ⑤ 年２回地域主催の子育てサロン出前保育参画

施設の主な特徴

　施設の立地面では、中心部から多少離れているものの、国道沿いにあるた

め、子どもや保護者が通園しやすい環境にあるほか、集会所や公園にも隣接

しており、子どもたちが交流できる場が多く存在します。

　また、園庭は広く、各年齢ごとのクラスに分かれており、一体的に教育と

保育を行うことができます。

　さらに、運営の面では、保育所型認定こども園として、就労していない家

庭に対しても一様に、教育と保育を等しく提供できるほか、食育や地域との

交流、子育て支援事業などを通して、全ての子育て家庭のニーズに応じられ

るよう、子育ての支援に力を入れて取り組んでいます。

施設の運営方針

　教育及び保育の内容の質を高め、子どもの主体的な活動や遊びの場を整

え、豊かな人間性を持った子どもを育成します。

教育・保育の理念

　乳幼児期の特性及び保護者や地域の実態を踏まえ、環境を通して行うもの

であることを基本とし、家庭や地域での生活を含め、園児の生活全体が豊か

なものになるよう努めます。

教育・保育の目標

　教育の基礎を培うとともに、子どもの最善の利益を考慮しつつ、その生活

を保障し、保護者と共に園児を心身ともに健やかに育成します。

  ○ 仲良く元気に遊べる子ども

  ○ 意欲を持ち、自分で考え行動する子ども

  ○ 物を大切にする子ども

  ○ 思いやるやさしい気持ちを持てる子ども
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■土・日・祝日 ■長期休暇 □日・祝日 ■年末年始

■振替日 □その他 □振替日 □その他

２号 主食費 1,000円/月 副食費 4,500円/月

□ 送迎バス運行事業

実費徴収内容

（給食費）

１号 主食費 700円/月 副食費 3,150円/月

□ 病児・病後児保育事業

■ 障害児保育事業（特別支援） 8：00 ～ 18：00

その他事業等

の実施状況

■ 一時預かり事業（一般型）

平日 　　　9：00 ～ 17：00

土曜日 　　　9：00 ～ 17：00

■ 休日保育事業 8：00 ～ 17：30

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

１５人  ６０人  ５５人  １３０人  

月～土曜日 7：30～8：50 8：00～17：00のうち8時間 保育短時間終了～18：00

休園日

１号 ２号・３号

登園時間 教育・保育時間 延長保育

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：30～8：50 7：30～18：30 18：30～19：00

土曜日・長期休暇 一時預かり（幼稚園型）　9：00～17：00

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日 7：30～8：50 9：00～14：30 14：30～18：00

かべむら　さとこ

HPアドレス http://hinokuma-smile.com/ 壁村　仁子

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 金曜日 月曜日 ～ 土曜日

施設名称・形態 日隈こども園 保育所型認定こども園

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－００７３）  日田市日ノ隈町183番2号

電話番号 ２２－７５０５ 園長の氏名

FAX番号 ２２－７５６５

ふりがな しゃかいふくしほうじん　ちのしおかい

法人等名称 社会福祉法人　地の塩会

ふりがな ひのくまこどもえん

早朝預かり

7:30~9:00

1号認定、

保育短時

間の方も対

象です

施設の主な特徴

市の中心にあり、大変利用しやすい環境にあります。日田の木材を使ったぬ

くもりある広い園舎と園庭の中で子どもたちは伸び伸びと過ごしています。

周囲は亀山公園や三隈川など、自然に恵まれ、四季の移り変わりを感じなが

ら生活することで、乳幼児期に必要な教育・保育が営まれています。また、

さまざまな関係機関と連携を図りながら、地域の子育て支援の中心的存在と

して地域社会に貢献しています。

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

⑬試食会 ⑭食事相談(離乳食・アレルギー食など)

⑮出前保育 ⑯ブックスタート

⑰絵本の読み聞かせ(乳幼児７か月検診)

⑥うたとおはなし会

⑦ツインズクラブ ⑧プレママクラブ ⑨親子クッキング

⑩リトミック ⑪親子エクササイズ ⑫園児とのふれあい

教育・保育の内容

・畑での野菜づくり、クッキングや食文化の伝承を行い、命の元である「食」を大切にする

ことや感謝の気持ちを育てます。

・五感を通したさまざまな実体験から興味関心を引き出し、子どものもつ可能性を伸ばして

いきます。

・「体操教室」「リトミック」「音楽教室」「絵画造形教室」「詩吟」「えいごであそぼ

う」など外部講師と楽しみながら、運動機能を高め、しなやかでたくましい体を作り、異文

化に触れ、広瀬淡窓先生の教えに触れ、音楽や絵画造形に親しむことで豊かな感性などを育

てます。

・特徴ある教育・保育としての「立腰教育」「石井式漢字教育」により、集中力・持続力・

善悪の判断・静と動の切り替え・話を聞く力・学力の基礎となる国語力などを育てます。

子育て支援事業

の内容

地域子育て支援事業の取り組み

①プレイルーム ②園庭開放 ③子育て相談

④おしゃべりクラブ ⑤誕生会

施設の運営方針

・子どもが自己を発揮し、心身とも健やかに成長できるよう、主体的に関わ

ることができる環境をつくります。

・保護者の子育ての不安や負担を和らげ、自己肯定感をもって子育てができ

るよう、家庭との連携を図ります。

・地域の子育てを支える存在として、関係機関と協働しながら、地域の子育

て支援を行います。

教育・保育の理念

「愛情」「責任」「明朗」を保育者の基本理念とし、一人一人の子どもを大

切に育て、情緒の安定を図る中で健全な心身の発達を促し、生きる力の基礎

を培います。

教育・保育の目標

「素直な心をもち、心身ともにたくましく豊かに、自分のことは自分ででき

る子どもに育つ」

・保育者との信頼関係の中で「自己肯定感」を育て、人格形成の基礎となる

豊かな心情、物事に自分から関わろうとする意欲、健全な生活を営むために

必要な態度を育てます。

・日々の生活の中で、「あいさつ」「ハイの返事」「くつをそろえる」こと

ができるように、繰り返し教えていきます。

実費徴収内容

保護者会費 600円/月
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■土・日・祝日 ■長期休暇 □日・祝日 ■年末年始

■振替日 □その他 □振替日 □その他

ふりがな しゃかいふくしほうじん　みそらかい

法人等名称 社会福祉法人　みそら会

ふりがな まるのうちこどもえん

施設名称・形態 丸の内こども園 保育所型認定こども園

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－０００７）  日田市丸の内町７番２５号

電話番号 ２２－２７４０ 園長の氏名

FAX番号 ２２－２７９３ いけなが　だいしん

HPアドレス https://www.marunouchi-kodomoen.com/ 池永　大信

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 金曜日 月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日 7：30～9：00 9：30～14：30 14：30～18：30

土曜日・長期休暇 一時預かり（幼稚園型）　7：30～18：30

登園時間 教育・保育時間 延長保育

休園日

１号 ２号・３号

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：30～9：00 7：30～18：30 18：30～19：00

月～土曜日 7：30～9：00 7：30～18：30のうち8時間 保育短時間終了～19：00

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

１５人  ４７人  ４３人  １０５人  

■ 病児・病後児保育事業 7：30 ～ 17：30

■ 障害児保育事業（特別支援） 7：30 ～ 18：30

その他事業等

の実施状況

■ 一時預かり事業（一般型）

平日  7：30～18：30のうち8時間

土曜日  7：30～18：30のうち8時間

■ 休日保育事業 7：30 ～ 17：30

□ 送迎バス運行事業

実費徴収内容

（給食費）

１号 主食費 800円/月 副食費 3,600円/月
土曜日は実費徴収　おやつ

を含む

２号 主食費 800円/月 副食費 3,600円/月

教育・保育の理念   【幸福な社会人となる基礎を築く】

約5,400円/年

園服・バック等（3歳児以上） 9,560円/回 夏・冬体操服（3歳児以上） 8,530円/1回

旅行積立 7,000円/年 スイミング（21回） 7,200円/年

実費徴収内容

保護者会費 500円/月 教材費（3歳児以上）

生け花（希望者　年6回） 600円/回 但し、冬体操服（希望者) 4,830円/回

施設の運営方針

◯ こどもたちに向けて

　私たちは、こどもたち一人ひとりの心に寄り添い、自ら育つ力を信じ、見守ります。

◯ 保護者に向けて

　私たちは、保護者の「悩み」「迷い」「心細さ」を受け止め、共に解決策を探し、共に

子育ての喜びと感動を分かち合います。

＊わからないことや詳細については、お気軽に丸の内こども園までお尋ねください。

教育・保育の目標

【保育目標 ： みそら会は未来を生きる子を育てます】

①　いきいきと遊ぶ子　　：　能動的、主体的に活動を楽しめる

②　思いやりのある子　　：　異年齢とも関わり、仲良く遊び、配慮できる子

③　環境に働きかける子　：　自然環境や文字、数字、形などに興味を持ち探究する

④　自分の気持ちや考えを伝えられる子

　　　　　　　　　：　他人の話、気持ちを理解し自分の考えを言葉で伝えられる

⑤　創りだす子　　：　いろいろな素材やイメージから、様々な方法で表現する

⑥　感謝する子　　：　他者や環境を理解し、感謝の気持を持つ

教育・保育の内容

　丸の内こども園では、こどもの疑問に対して、自ら考え、行動し解決していけるような

主体性を育む「自由保育」と基本的な知識や集団生活の中でのお約束を学ぶ「一斉保育」

を行っています。

◯ 「自由保育」として、みまもり保育やモンテッソーリ教育等も取り入れ、発達に合わ

せた様々な遊びコーナーを設置し、こどもが自分で遊びを選び、集中して行える環境づく

りや、こどもの成長を促すような関わり方、声掛けを行っています。

◯ 「一斉保育」として、年齢別、異年齢、小人数など、保育の内容に合わせてグループ

を作り、英会話や体操などの教室の他、制作や絵画などを通して、文化や技術、道具の使

い方や集団でのお約束などを学んでいます。

子育て支援事業

の内容

 1．預かり保育

　　　保護者の病気等による保育を必要とする未就学児童に対する保育、1号認定の

　　　園児の教育標準時間を越えて行う保育

 2．延長保育

      必要時間を超えて行う保育

 3．休日保育

　　　日曜日や祝日の預かり保育

 4．障害児保育

　　　障害のある未就学児童の教育保育

 5．子育て支援センター

      子育て家庭の支援活動の企画調整及び実施、育児不安等に関する相談指導及び

　　　育児相談、子育てサロン等の支援

 6．病後児保育

      病気の治癒した児童の預かり保育

施設の主な特徴

◯　子ども一人ひとりに寄り添い、こどもの能力や個性を伸ばして行けるよう日々

　　保育を行っています。

◯　多様な保育サービスの他、子育て支援センター・病後児保育室を併設しており、

　　どのようなご家庭に対しても一様に、教育と保育を等しく提供し、すべての

　　子育て家庭のニーズに応えられるよう職員一丸となって取り組んでいます。

◯　日田市の中心地に位置し、近隣には光岡、咸宜小学校等もあり、卒園後も継続

　　した子育てが行える地域・環境となっています。
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■土・日・祝日 ■長期休暇 ■日・祝日 ■年末年始

■振替日 ■その他 ■振替日 ■その他

ふりがな しゃかいふくしほうじん　みよしふくしかい

法人等名称 社会福祉法人　三芳福祉会

ふりがな みよししょうわえん

施設名称・形態 三芳昭和園 保育所型認定こども園

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－００３９）  日田市刃連町５８５番地

電話番号 ２２－４７２３ 園長の氏名

FAX番号 ２７－６３８７ にしだ　かなこ

HPアドレス http://miyoshi-s.net 西田　加奈子

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 金曜日 月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日 9：00まで 7：15～13：15 13：15～18：15

土曜日・長期休暇 一時預かり（幼稚園型）　7：15～18：15

登園時間 教育・保育時間 延長保育

休園日

１号 ２号・３号

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 9：00まで 7：15～18：15 ー

月～土曜日 9：00まで 8：30～16：30 7:15～8:30,16:30～18:15

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

１５人  ３０人  ６０人  １０５人  

□ 病児・病後児保育事業

■ 障害児保育事業（特別支援） 8：30 ～ 16：30

その他事業等

の実施状況

■ 一時預かり事業（一般型）

平日 8：30 ～ 16：30

土曜日 ー

□ 休日保育事業

□ 送迎バス運行事業

実費徴収内容

（給食費）

１号 主食費 1,000円/月 副食費 4,500円/月 土曜日に幼稚園型一時預かり

を利用しても、給食費は

5,500円/月を上限とします。２号 主食費 1,000円/月 副食費 4,500円/月

7:15より早

朝預かり

※教育標

準時間・保

育短時間

の方も対

象です

実費徴収内容

1歳児から2歳児の絵本 440円程度/月 記念写真等

消耗品費（0歳児） 275円程度/月

消耗品費（1歳児） 50円程度/月

実際に要した経費

日本スポーツ振興センター掛金 240円程度/年 自由画帳等の教材 実際に要した経費

絵本バッグ（1歳児） 実際に要した経費 制服・体操服・スモック等 実際に要した経費

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

教育・保育の内容

　2013年に新築した美しい園舎に保育理念である「黎明期の育ちの環境を最

善のものとすることを喜びとする」に込めています。

0・1・2歳児クラスはそれぞれの年齢別に子ども一人一人の成長段階を踏ま

えた保育を行っております。

　そしてすべての年齢において養護と教育が一体となった「保育の内容に関

する全体的な計画」に基づいて保育を行っています。

　養護では安全・衛生管理を根底に、子どもたちが心も体も安心して過ごせ

る人的・物的環境づくりを行っています。

　教育では0・1歳児は豊かな表現力や即時反応が育まれるリトミック教室に

参加したり、2歳児はリトミック教室に加えて体操教室にも参加していま

す。豊かな自然を満喫するためにシェアリングネイチャー協会と一緒に園

庭、公園、大原八幡宮等で自然に触れ合う遊びを行っています。

　また、食育として野菜栽培、月1回のクッキング保育等を通して学びを深

めています。

　公民館や小学校等の地域社会とも連携を図りながら、子どもたちが様々な

活動や体験を通して成長していけるような日々の保育を実践しています。

子育て支援事業

の内容

・未就園児さんの一時預かり（一般型）を実施中です。（月曜から金曜）

・週一回、親子で楽しむ園庭開放実施中です。

施設の主な特徴

本園は住宅地の中心にあり、すぐ近くに姉妹園・三芳幼稚園や三芳小学校、

三芳公民館があり、子どもたちの教育施設が整った環境にあります。

園舎は平成25年7月に新築し、子どもたちの安全面に配慮したつくりになっ

ています。

夜間は優しい光でライトアップを施し地域のランドマーク的存在です。

門扉の自動ロック・セコム非常通報装置・各ドアの2重ロック・全室床暖

房・画びょう使用の禁止・建物内外のバリアフリー化等、乳幼児が安全に過

ごせるようにしています。

園舎は南北に開口部を設け、自然風が吹き抜ける保育室・太陽光発電システ

ムの搭載・芝生による屋上緑化・井戸水のトイレ排水利用等、自然環境の保

全に資するよう配慮しています。

全室ピアノを配置し、音楽に親しめる環境づくりに努めています。

施設の運営方針

家庭保育の土台の上に、専門性の高い教育を重ねて子どもの育ちを支援しま

す。

教育・保育の理念黎明期の育ちの環境を最善のものとすることを喜びとします。

教育・保育の目標

自主性のある子に育てます。

独立心のある子に育てます。

社会性のある子に育てます。

積極性のある子に育てます。

責任を果たす子に育てます。
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■日・祝日 ■年末年始

■振替日 □その他

ふりがな しゃかいふくしほうじん　ほうかふくしかい

法人等名称 社会福祉法人　捧華福祉会

ふりがな いつまほいくえん

施設名称・形態 五馬保育園 保育園

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－０１１１）  日田市天瀬町五馬市２０３９

電話番号 ５７－３６５８ 園長の氏名

FAX番号 ５７－３６４８ おだ　よしのり

HPアドレス https://itsumahoikuen.jimdofree.com/ 小田　善乗

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日

土曜日・長期休暇

登園時間 教育・保育時間 延長保育

休園日

１号 ２号・３号

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 9：00まで 7：00～18：00 18:00～19：00

月～土曜日 9：00まで 7：00～18：00のうち8時間 保育短時間終了～19：00

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

１１人  ９人  ２０人  

□ 病児・病後児保育事業

■ 障害児保育事業（特別支援） 7：00 ～ 18：00

その他事業等

の実施状況

■ 一時預かり事業（一般型）

平日  7：00 ～ 18：00のうち８時間

土曜日  7：00 ～ 18：00のうち８時間

■ 休日保育事業 7：00 ～ 18：00

■ 送迎バス運行事業 無料

実費徴収内容

（給食費）

１号
給食費（一時預かり）　主

食費:40円/日　副食費:180

円/日２号 主食費 500円/月 副食費 4,500円/月

実費徴収内容

保護者会費 (長子のみ) 500円/月

延長保育 100円/日

一時預かり 1,600円/日 4時間以内800円 給食費220円

送迎バス運行費 無料

バス遠足積立（1世帯） 2,000円/月

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

教育・保育の内容

０歳児から５歳児の各年齢期において、養護・教育・食育・家庭との連携、

地域との連携、健康支援・研修計画・小学校との連携・環境衛生管理・安全

対策の各領域についてねらいを定め、そのねらいをもとにした保育内容を定

めます。

子育て支援事業

の内容

①　毎週月曜日から土曜日→　一時預かり事業(一般型)の実施

②　開園時間内の園庭開放→　利用の場合に事前連絡必要

③　臨時→　保護者からの相談に応じ、必要な情報提供や助言を行う。

施設の主な特徴

施設の立地面では、本施設は五馬の自然の中にあり十分な広さを持つ保育

室・遊戯室・園庭などがあり、子どもに対してのびのびと教育や保育ができ

る環境が整っています。又、仏教保育 (まことの保育) の中で、命の尊さ・

感謝の心を育てていきます。

施設の運営方針

児童福祉施設として子育て家庭や地域に対し保育園の役割を確実に果たすた

め日々配慮された環境の中で子どもの心身の発達を助長支援します。

保護者と目標を共有し、その子育ての支援を行います。

常に課題を持ち、意欲的に取り組む職員の育成に努めます。

第三者評価結果や各種調査結果の情報を積極的に提供し職員とともに経営改

善します。

教育・保育の理念

「どんな時でも子どもと保護者の最善の利益を守る」という強い信念を持っ

て保育します。「受け入れる・寄り添う」保育を心がけます。

教育・保育の目標

豊かな人間性を持った子どもを育成します。

命の尊さを知り、命を大切にする心を育てます。

感謝の心を育てます。

心の安定を基礎に体力を養い自ら行動できる子どもに育てます。

意欲を持ち、元気でのびのびとした心を育てます。
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■日・祝日 ■年末年始

□振替日 □その他

ふりがな しゃかいふくしほうじん  さんしゅうふくしかい

法人等名称 社会福祉法人  三州福祉会

ふりがな さかえほいくえん

施設名称・形態 さかえ保育園 保育園

施設の所在地

連絡先

（〒８７９－４１２３）  日田市天瀬町女子畑１７７５番地の１

電話番号 ５７－２６３０ 園長の氏名

FAX番号 ５７－２６７８ かじわら　かつのり

HPアドレス － 梶原　勝徳

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日

土曜日・長期休暇

登園時間 教育・保育時間 延長保育

休園日

１号 ２号・３号

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：30～9：00 7：30～18：30 18:30～19：00

月～土曜日 7：30～9：00 7：30～18：30のうち8時間 保育短時間終了～19：00

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

４０人  ３０人  ７０人  

□ 病児・病後児保育事業

■ 障害児保育事業（特別支援） 7：30 ～ 18：30

その他事業等

の実施状況

■ 一時預かり事業（一般型）

平日 　　　9：00 ～ 17：00

土曜日

□ 休日保育事業

■ 送迎バス運行事業

実費徴収内容

（給食費）

１号

２号 主食費 1,000円/月 副食費 4,500円/月

実費徴収内容

保護者会費 400円/月

送迎バス運行費（朝のみ運行） 1,000円/月

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

教育・保育の内容

子育て支援事業

の内容

施設の主な特徴

市の中心部から車で10分程の210号線沿いにある保育園です。

鉄筋平屋建ての豊かな緑に囲まれた保育園です。

園庭では子どもたちが笑顔でのびのびと遊ぶことができます。

一人ひとりの子どもの個性を伸ばし、健やかに成長できるように職員一丸と

なって教育、保育に取り組んでいます。

施設の運営方針

　私たちの保育園では、子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来を創

り、「生き抜く力」の基礎を身に付けられるよう保育、教育していきます。

  そのために、子どもの健康と安全をしっかり守り、保護者のご協力のも

と、一人ひとりの子どもの発達過程と個人差に配慮し、子どもと保護者を支

援していくことを基本方針としています。

教育・保育の理念

　さ・・・さいこうに

  か・・・かがやいて

  え・・・えがおあふれる保育園

保育園は家庭と同じ温かい生活の場であり、また、たくさんの友達や保育者

との出会いにより成長する人格形成の場でもあります。保育園では、子ども

たちの最善の利益に配慮し、安全で快適な環境のもと、発達状況に応じた基

本的生活習慣の習得及び自主性、協調性、創造性を養う遊びと教育を中心に

保育を行っています。

教育・保育の目標

  ○元気で健康な子

  ○心豊かな思いやりのある子

  ○あいさつのできる子

  ○何事にもがんばる子

  ○のびのびとあそべる子

  ○自分で考え行動できる子

○園だよりを配信して、園情報提供（教育・保育内容の説明）をしています。

○父母の会と協力して、園行事の企画、運営や環境整備のお手伝い、園行

事費の一部負担など、保護者と一緒にさまざまな場面で、子どものため

に支援しています。

○家庭での保育が一時的に困難になった子どもの一時保育を行っています。

○アレルギーの子どもには除去食で対応しています。

○子育てに関する相談を随時受け付けています。

○子どもは五感を通して色々な経験することが大切と考え健やかな成長を

促しています。（和太鼓、絵画、リトミック、英語、体操等、本物に触れる

ため専門の外部の先生に来ていただいています。）

○大人や子ども同士の関わりを大切にして、保護者も含めたつながりや相互

の育ち合いを大切にしています。

○子ども一人一人を大切にし 養護と教育の保育計画を立てて 遊びを通し

て幼児期の終わりまでに育ってほしい幼児の具体的な姿を重点に置き保護

者の皆様とともにお子さまの健やかな成長を育みたいと考えています。
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■日・祝日 ■年末年始

□振替日 □その他

ふりがな しゃかいふくしほうじん　びゃくれんほいくえん

法人等名称 社会福祉法人　白蓮保育園

ふりがな びゃくれんほいくえん

施設名称・形態 白蓮保育園 保育園

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－１３５２）  日田市石松町２８７６番地２

電話番号 ２２－６６０２ 園長の氏名

FAX番号 ２３－５６３５ もりべ　ようこ

HPアドレス － 森部　陽子

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日

土曜日・長期休暇

登園時間 教育・保育時間 延長保育

休園日

１号 ２号・３号

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：30～ 7：30～18：30 18:30～19：00

月～土曜日 8：00～ 8：00～16：00 16:00～19：00

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

３７人  ３３人  ７０人  

□ 病児・病後児保育事業

■ 障害児保育事業（特別支援） 7：30 ～ 18：30

その他事業等

の実施状況

■ 一時預かり事業（一般型）

平日 　　　8：30 ～ 16：30

土曜日 　　　9：00 ～ 17：00

□ 休日保育事業

□ 送迎バス運行事業

実費徴収内容

（給食費）

１号

２号 主食費 持参 副食費 4,500円/月

実費徴収内容

保護者会費 300円/月

バス遠足積立 1,000円/月

絵本代 約500円/月

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

教育・保育の内容

0才児～5才児が各年齢期において、養護・教育を家庭や地域と連携し、ま

た、小学校や様々な関係機関との連携も含めて各領域に於ける“ねらい”に

向けて保育や教育の内容を定めていきます。

子育て支援事業

の内容

○園庭開放・保育体験…随時

○子育て等に関する相談・支援…随時受付（電話・来園）

○一時預かり事業（一般型）…随時受付

○障害児保育事業

○子育て講演会・交流会、保護者や地区公民館事業との交流

○小学校、中学校、支援学校との交流を行っています。

施設の主な特徴

当園周辺は田・畑・山地があり、石松町の中央高台にあります。子どもたち

は静かな環境、自然いっぱいの環境の中、地域の皆さんに温かく見守ってい

ただいています。のびのびと活動し、豊かな心の育ちを日々の中で目指して

います。給食を通して、子育てにおける食の大切さを最重点に利用者の方々

にも広報し、子どもたちの70年～80年という長い人生の基礎についてともに

考えています。

施設の運営方針

輝く“いのち”　　　　尊い“いのち”

あそびの中で育ちあう保育・教育を目指します

教育・保育の理念

子ども一人ひとりを大切にし、保護者とともに健やかに育成することを目的

とします。

教育・保育の目標

やさしく思いやりのある子ども、自分で考えて行動できる子ども

子どもの育ちの長い時間の中、人間としての基礎を培い、最善の利益と生活

の保障を目標にします。
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

□日・祝日 ■年末年始

□振替日 □その他

ふりがな しゃかいふくしほうじん　みょうえんじかい

法人等名称 社会福祉法人　明円寺会

ふりがな よあけにこにこほいくえん

施設名称・形態 夜明にこにこ保育園 保育園

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－１１１２）  日田市夜明中町１６２３番１号

電話番号 ２７－２７７０ 園長の氏名

FAX番号 ２７－２７７４ わたなべ　ゆうこ

HPアドレス https://www.hita-yoakenikoniko.com/ 渡邉　祐子

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日

土曜日・長期休暇

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：00～9：00 7：00～18：00 18:00～19：00

休園日

１号 ２号・３号

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：00～9：00 7：00～18：00のうち8時間 保育短時間終了～19：00

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

２８人　 ２２人　 ５０人　

□ 病児・病後児保育事業

■ 障害児保育事業（特別支援）

その他事業等

の実施状況

■ 一時預かり事業（一般型）

平日 8：30 ～ 16：30、9：00～17：00

土曜日 8：30 ～ 16：30、9：00～17：00

■ 休日保育事業 7：00～18：00

■ 送迎バス運行事業

実費徴収内容

（給食費）

１号

２号 主食費 持参 副食費 4,500円/月

実費徴収内容

保護者会費 300円/月

送迎バス代（利用者のみ） 片道1,500円/月

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

教育・保育の内容

 ・体を十分に動かし、体と心の育ちを意識した遊び（下駄履きで脳を

　 活性化し、運動能力や集中力の向上を促す）

 ・友達との関わりの中で、人間性・社会性の育ちを意識した遊び

 ・身近な環境の中で、感性・好奇心・探究心・思考力の育ちを意識した

　 学びと遊び

 ・食を身近に感じる体験（畑で野菜栽培、田植え、稲刈り、芋掘り等）

　 や食環境(美味しくいただくためのマナーや習慣)を意識した食育活動

 ・体操教室（3,4,5歳児）・図工教室（4,5歳児）・茶道教室（5歳児）

 ・リトミック（1歳～）

   子育て支援事業の内容

 ・子どもの育ちを支える地域子育ての拠点となり、子育ての悩みに共感し

   ながら、改めて家庭教育の大切さと子育ての楽しさが実感できるような

   支援体制を作り、支援することを目的とします。

     ○ 家庭での子育ての充実と親子の関係作りを意識した支援（園庭開

        放・一時預かり事業など）

     ○ 保護者同士の交流と、親としての学びを意識した支援（子育て講

        演会・おしゃべりタイム）

     ○ 子育ての悩みや相談の支援（育児相談など）

     ○ 地域資源や関係機関との連携

施設の主な特徴

 ・木のぬくもりのある園舎と、自然豊かで季節の変化を身近に感じ取れる

  恵まれた環境の中で、一人ひとりの発達に応じた関わりをしながら、人

  間形成の基盤となる生きる力を育てる保育を目指しています。

 　 〇 ２歳児以上は、下駄履き保育（毎日下駄で登園、降園します）

 　 〇 夜明交流センターでの保育も行っています。

 　 〇 高齢者が多い地域でもあり、核家族の家庭では体験できない交流や

       触れ合う「幼老共生活動」も大切にしています。

　  〇 市内全域送迎をいたします。またバスを利用して、様々な体験活動

　　　 に出かけます。

施設の運営方針

 ・児童福祉法に基づき保護者の委託を受けて乳幼児を預かり、心身ともに

　 健やかに育成することを目的とします。

 ・子ども一人ひとりの成長段階を踏まえ、養護と教育が一体となって保

　 育を展開します。

 ・地域の人との触れ合いの場として、園の行事に招待し交流を深めます。

教育・保育の理念

 ・子ども一人ひとりが主役であり、保護者・地域に愛される保育園を目

　 指します。

教育・保育の目標

 ・子どもが主体となり、生活や遊び・食事を通して多様な体験・経験を

　 する中で、

 ○ 感謝できる子ども

 ○ よく見、よく聞き、よく考える子ども

 　に育てます。
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■日・祝日 ■年末年始

■振替日 □その他

ふりがな しゃかいふくしほうじん　しんりょくかい

法人等名称 　社会福祉法人　新緑会

ふりがな るりいろほいくえん

施設名称・形態 るりいろ保育園 保育園

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－００１４）  日田市本町８番２０号

電話番号 ２２－２７２７ 園長の氏名

FAX番号 ２２－２６０２ たなべ　かよこ

HPアドレス https://ruriirohoikuen.com/ 田邉　加代子

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日

土曜日・長期休暇

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：30～9：00 7：30～18：30 ー

休園日

１号 ２号・３号

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：30～9：00 9：00～17：00 17：00～18：30

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

９人　 ２１人　  ３０人  

□ 病児・病後児保育事業

■ 障害児保育事業（特別支援） 9：00～17：00

その他事業等

の実施状況

■ 一時預かり事業（一般型）

平日 　　　9：00 ～ 17：00

土曜日       無し

□ 休日保育事業

□ 送迎バス運行事業

実費徴収内容

（給食費）

１号

２号 主食費 1,000円／月 副食費 4,500円/月

実費徴収内容

保護者会費 300円/月

給食費（一時預かり） 200円/日

連絡ノート 160円/冊

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

教育・保育の内容

遊びの中で十分に体を動かし、健康的な心と体を育て、自分が経験したこと

や、感じたことを言葉で表現する力を養います。コミュニケーション能力を

養うため英語に触れる時間を大事にしています。

   子育て支援事業の内容

一時預かり事業（一般型）の実施。

延長保育事業（短時間）。

子育て家庭の交流の場の提供。

施設の主な特徴

施設の立地面では、中心地に位置しているため、子どもや保護者が通園しや

すく、また保育室の新築工事が完成し、ゆとりのある広さとなっており、未

満児の保育室は別棟に分かれ、感染面や衛生面に充分配慮した施設となって

います。さらに、小規模の異年齢保育を行うため、子どもと全職員間で共通

認識を持つことができ、よりきめ細やかな保育を行うことができます。

施設の運営方針

子どもの最善の利益を守り、その健全な心身の発達を図るため、最低基準を

超えた設備及び運営の向上に努めます。

教育・保育の理念

主体性を尊重し、子どもの自己肯定感が育まれるよう、コミュニケ－ション

能力を高め、物事に意欲的かつ集中して取り組むことができるようにしま

す。

教育・保育の目標

思考力、表現力の基礎を培う。聞く力や想像力をつけ豊かな感性を持ったこ

ども。
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■日・祝日 ■年末年始

□振替日 □その他

ふりがな しゃかいふくしほうじん　しんぎょくふくしかい

法人等名称 社会福祉法人　新玉福祉会

ふりがな つぼみほいくえん

施設名称・形態 つぼみ保育園 地域型保育事業（小規模保育事業A型）

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－００７１）  日田市大字十二町６６０番２０

電話番号 ２８－６２６９ 園長の氏名

FAX番号 ２８－６２６９ おかべ　ゆみこ

HPアドレス https://hita-tubomihoikuen.com/ 岡部　裕美子

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日

土曜日・長期休暇

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：30～9：30 7：30～18：30 ー

休園日

１号 ２号・３号

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：30～9：30 7：30～18：30のうち8時間 保育短時間終了～18：30

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

１９人  １９人  

□ 病児・病後児保育事業

■ 障害児保育事業（特別支援） 8：00～17：30

その他事業等

の実施状況

■ 一時預かり事業（一般型）

平日 　9：00 ～ 17：00　相談に応じます

土曜日 　　　8：30 ～ 12：30

□ 休日保育事業

□ 送迎バス運行事業

実費徴収内容

（給食費）

１号

２号

実費徴収内容

給食費（一時預かり） 220円/日

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

教育・保育の内容

　小規模保育園だからできること、0,1,2歳児でもできることがたくさんあ

ります。リズム遊び、絵本、制作遊び、外遊びなど・・・。食育の一環とし

て夏野菜やグリンピースの収穫、じゃがいも堀りも体験しています。全てが

遊びの子どもたち、遊びながらいろんな体験をして、できることを少しずつ

増やしていきます。

施設の運営方針

　小さい頃どんな環境にあったか、どんな育ちをしたかで、その子の将来は大きく左右され

ます。こんな大事な時を、保育園で預かる私たち保育所職員の責任は重大です。「人として

大切なことは何か？」を常に問いながら、職員一丸となり、子どもたちに愛情を持って、

「優しく、ていねいに、待つ保育」を実行していきます。そして、職員が自分自身の子・孫

を「この保育園に入園させたい。この先生に預けたい。」と思える保育園・保育士をめざし

て努力し、実現していきます。

教育・保育の理念

　子どもたちの意思と人格を尊重し、常に子どもの立場に立って、全ての子

どもが健やかに成長するために、適切な環境が等しく確保されることを目指

します。

教育・保育の目標

◦子どもたちが喜んで登園し、家庭的な雰囲気の中で、笑顔で安心して園生活を送

る。

◦友だちと関わることで、友だちの気持ちが分かり、社会性が育っていく。

◦3歳で卒園するまでに、基本的生活習慣（排泄・着脱・食事など）の自立をめざ

す。

   子育て支援事業の内容

◦一時預かり事業の実施・・・月曜日～土曜日

◦子育て相談・・・・随時

◦ふれあいの日・・・第1・第3金曜日は園を開放しています。親子で

　　　　　　　　　　遊びに来ませんか？

施設の主な特徴

　平成29年4月に、新設開園。園舎の2階外壁いっぱいに、園児が可愛く笑っ

ているのが見えます。市街の中心部にあり、玉川バイパスの「玉川3丁目

（１）」の交差点から東へ入ってすぐのところにあります。園庭もあります

が、すぐ近くに三本松ふれあい公園もあります。

　そして、車2台分の「「「「屋根付屋根付屋根付屋根付きききき送迎駐車場送迎駐車場送迎駐車場送迎駐車場」」」」があり、屋根が園舎と繋がっ

ていますので、雨の日の送迎が濡れずに、とっても楽です。

　また当園は、「連携施設」として、近くにあるルーテルこども園と契約を

結んでいます。3歳になった春には当園を卒園し、ルーテルこども園へ入園

することが可能です。安心してください。
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■日・祝日 ■年末年始

□振替日 □その他

ふりがな ひたし

法人等名称 日田市

ふりがな ひたしりつなかつえほいくえん

施設名称・形態 日田市立なかつえ保育園 地域型保育事業（小規模保育事業A型）

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－０３０１）  日田市中津江村栃野２３１１番地１０

電話番号 ５４－３０４４ 園長の氏名

FAX番号 ５４－３０４４ はやかわ　ちえみ

HPアドレス 早川　千恵美
https://www.city.hita.oita.jp/life/kosodate/kosodateshien/sisetu/9837.html

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日

土曜日・長期休暇

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：30～9：30 7：30～18：30 ー

休園日

１号 ２号・３号

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：30～9：30 7：30～18：30のうち8時間 保育短時間終了～18：30

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

１９人  １９人  

□ 病児・病後児保育事業

■ 障害児保育事業（特別支援） 7：30 ～ 18：30

その他事業等

の実施状況

■ 一時預かり事業（一般型）

平日 　7：30 ～ 18：30のうち8時間

土曜日 　7：30 ～ 18：30のうち8時間

□ 休日保育事業

□ 送迎バス運行事業

実費徴収内容

（給食費）

１号
　給食費

　一時預かり　２２０円

２号 主食費 1,000円/月 副食費 4,500円/月

実費徴収内容

保護者会費 500円/月

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

教育・保育の内容

０歳児から５歳児の各年齢期において、養護、教育、食育、家庭との連携、

地域との連携、健康支援、研修計画、小学校との連携、環境衛生管理、安全

対策の各領域についてねらいを定め、そのねらいをもとにした保育内容を定

めます。

   子育て支援事業の内容

①毎週月曜日～土曜日　一時預かり事業（一般型）実施

②月１回　こねこちゃんクラブ（地域との交流）

③随時　　園庭開放

施設の主な特徴

　中津江村の中心地に位置しているため、通園しやすい環境にあります。施

設面では、自然に囲まれ、園庭が広く、日当たりもよく、子ども達がのびの

びと保育ができる環境を整えています。また、保育内容の質を高めながら、

子どもの主体的な活動や遊びの場を提供し、地域の子育ての拠点として地域

との関わりや交流が図れるように取り組んでいます。

施設の運営方針

　教育及び保育内容の質を高め、子どもの主体的な活動や遊びの場を整え、

豊かな人間性を持った子どもを育成します。

教育・保育の理念

　乳幼児期の特性及び保護者や地域の実態を踏まえ、環境を通して行うもの

であることを基本とし、家庭や地域での生活を含め、園児の生活全体が豊か

なものになるよう努めます。

教育・保育の目標

　教育の基礎を培うとともに、子どもの最善の利益を考慮しつつ、その生活

を保障し保護者と共に園児を心身ともに健やかに育成します。

○仲良く元気に遊べる子ども

○意欲を持ち、自分で考え行動する子ども

○物を大切にする子ども

○思いやりをもつ子ども
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■日・祝日 ■年末年始

□振替日 □その他

ふりがな しゃかいふくしほうじん　ひたししゃかいふくしきょうぎかい

法人等名称 社会福祉法人　日田市社会福祉協議会

ふりがな ひたしりつまえつえほいくえん

施設名称・形態 日田市立まえつえ保育園 地域型保育事業（小規模保育事業A型）

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－０２１２）  日田市前津江町大野２１８８番地

電話番号 ５３－２４０９ 園長の氏名

FAX番号 ５３－２４２１ さとう　きよみ

HPアドレス http://www.hitashakyo.jp/kosodate/nurseryschool.html
佐藤　喜代美

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日

土曜日・長期休暇

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：30～9：00 7：30～18：30 ー

休園日

１号 ２号・３号

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：30～9：00 7：30～18：30のうち8時間 保育短時間終了～18：30

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

１９人  １９人  

□ 病児・病後児保育事業

□ 障害児保育事業（特別支援）

その他事業等

の実施状況

■ 一時預かり事業（一般型）

平日 　　　8：30 ～ 17：00

土曜日

□ 休日保育事業

□ 送迎バス運行事業

実費徴収内容

（給食費）

１号

２号 主食費 1,000円/月 副食費 4,500円/月

実費徴収内容

保護者会費 2,000円/月

給食費（一時預かり） 220円/日

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

教育・保育の内容

  0歳児から5歳児の各年齢期において、養護、教育、食育、家庭との連携、

地域との連携、小学校との連携、健康支援、環境衛生管理、安全対策の各領

域についてねらいを定め、そのねらいをもとにした保育内容を定めます。

   子育て支援事業の内容

①随時・・園庭開放

②一時預かり事業（一般型）の実施

③年1回・・人形劇観劇

施設の主な特徴

  施設の立地面では、山々に囲まれ、緑豊かな恵まれた自然環境の中に保育

園があります。また、施設面では、木造の園舎で明るく十分な広さを持つ保

育室、園庭、ホールを備え、園児がのびのびと過ごすことが出来る環境を整

えています。

  さらに、運営面では、小規模保育事業Ａ型として、家庭的な雰囲気のも

と、子ども一人ひとりにきめ細やかな保育が提供できるほか、子育て家庭の

ニーズに応えられるよう職員一丸となって取り組んでいます。

施設の運営方針

  保育内容の質を高め、子どもの主体的な活動や遊びの場を整え、豊かな人

間性を持った子どもを育成します。

教育・保育の理念

  子ども一人ひとりを大切にし、保護者や地域から信頼される保育を目指し

ます。

教育・保育の目標

　子どもの健やかな育ちと、生きる力の基礎を培います。

    ・元気のある子ども

    ・友だちと仲良く遊ぶ子ども

    ・自分のことは、自分でする子ども
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（ ）

（１号認定）

（２・３号認定：標準時間）

（２・３号認定：短時間）

■日・祝日 ■年末年始

□振替日 ■その他

ふりがな いりょうほうじんかんぎかい　ひたちゅうおうびょういん

法人等名称 医療法人咸宜会　日田中央病院

ふりがな たんぽぽほいくしょ

施設名称・形態 たんぽぽ保育所 地域型保育事業（事業所内保育事業A型）

施設の所在地

連絡先

（〒８７７－００１２）  日田市淡窓２丁目６番３号

電話番号 ２８－５５６８ 園長の氏名

FAX番号 ２８－５５６８ かじわら　まりこ

HPアドレス http://www.kangikai.or.jp/tanpopo/tanpopo.php 梶原　真里子

開所曜日

１号 ２号・３号

月曜日 ～ 土曜日

登園時間 教育・保育時間 一時預かり（幼稚園型）

開所時間

月～金曜日

土曜日・長期休暇

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：30～18：30 18：30～19：30

休園日

１号 ２号・３号

登園時間 教育・保育時間 延長保育

月～土曜日 7：30～18：30のうち8時間 保育短時間終了～19：30

利用定員

１号 ２号 ３号 総利用定員

１２人  １２人  

■ 病児・病後児保育事業 8：00 ～ 18：00

□ 障害児保育事業（特別支援）

その他事業等

の実施状況

□ 一時預かり事業（一般型）

平日

土曜日

□ 休日保育事業

□ 送迎バス運行事業

実費徴収内容

（給食費）

１号

２号

実費徴収内容

連絡帳（乳児用） 188円/冊

連絡帳（幼児用） 167円/冊

集金袋 53円/枚

教育・保育の内容

・全ての子どもの心身の全面的な成長発達（身体的機能の発達、情緒的発達、知的

発達、道徳的発達など）を日々の生活や遊びを通して、自分で学び、考え、行動し

て解決していく力「生きる力」の育成に努めるため、テレビなど一切使わずに、家

庭ではなかなか体験できないことを保育のなかに取り入れています。

・「創造する喜びを体中で味わう活動」子ども達は感情をそのまま表現することが

大好きです。たくさんの経験を通して、嬉しかったこと、驚いたこと、悲しいこと

などを「描画」「工作」「歌」「楽器」「ダンス」等によって、表現できるプログ

ラムを数多く設定します。

施設の主な特徴

〇リトミックの実施・・・リトミック研究センターと業務提携をしており、リト

ミック上級指導員有資格者による本格的なプログラムを毎週実施しています。楽し

みながら本格的なリトミックを学ぶことができるプログラムとなっており、当保育

園独自の高付加価値なサービスとなっています。（受講料は無料）

〇オンラインでの英会話レッスン・・・ネイティブ講師によるオンラインでの英会

話レッスンを毎週実施しています。授業内容は、「リスニング」、「ライティン

グ」、「リーディング」、「スピーキング」をまんべんなく学習できるワンレッス

ン20分となっており、お子様を飽きさせない工夫を取り揃えています。（受講料は

無料）

＊各項目の詳細については、施設までお尋ねください。

施設の運営方針

保育所は子どもが家庭での生活から初めて離れ、集団生活を経験する場です。ま

た、この時期の子どもの成長は著しいものがあり、人格形成にもとても大切な時期

です。子ども同士で関わり合い、時にはぶつかり合い、周りの温かいまなざしに見

守られて育つ、そんなもうひとつの安心出来る居場所が必要です。お子さんが自分

らしくのびのびと過ごすことができ、保護者の皆さんにとっても、安心してお子さ

んを託せるよう、家族とのコミュニケーションを十分にとり、家族の思いに寄り添

い、子どもの成長をともに喜び、子育てについてともに考えていきます。「ここで

子育てを一緒にできてよかった」と思える保育所をともにめざします。

教育・保育の理念

私たちは子ども達に「自分の夢を自分の力で実現できる人」になって欲しいと願っ

ています。

そして、そのためには次のことが必要だと考えています。

・いろいろなことに興味を持ち、自分で考えやってみる気持ちを持つこと。

・思いやりの気持ちを持って楽しく仲間と関わることができること。

・安心できる「心の基地」があること。

教育・保育の目標

①自主性を育てます　ワクワクドキドキするような体験に自ら挑むことで、自主

性、考える力が育ちます。子ども達の年齢・発達に応じたいろいろな活動を企画

し、経験する機会を設けますが、大人が“やらせる”のではなく、子ども自身が

“やってみたくなる”ような環境作りに重点を置き、自由に遊びを創造・発展させ

る中で、考える力、創る喜びを育みます。

②個性を大切にします　やんちゃな子、恥ずかしがり屋な子、怒りんぼ、泣き虫、

障がいのある子ども。

子ども達は一人ひとり輝いています。いつも“Only One”を尊重し、「自分らし

さ」を発揮できるように援助します。

③思いやりの気持ちが育つ、「心の基地」を目指します　思いやりは思いやりを受

けることでのみ育ちます。保育者が子ども達一人ひとりの気持ちを受け止め、「心

の基地」になれるよう、思いやりを持って接します。

④自然とのふれあいを大切にします　花・木・虫・動物・水等自然やものに対する

興味を育て、環境を大切にする気持ちを育みます。
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